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2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

本日の例会

次回の例会

第1826回例会 令和 3 年11月 1 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
毎月 1 日はクリーンデー30周年記念例会

前回の記録
会長挨拶

4.みんなのためになるかどうか

杦本会長

第1827回例会 令和 3 年11月 8 日
今週の歌 「街の灯り」
卓
話 「
『ロータリー財団月間』
ロータリー財団について」
ロータリー財団委員会 仁科 直樹 委員長
回衆議院議員総選挙の実施に合わせて「センキョ割」
キャンペーンを実施するとのことです。
衆議院議員総選挙に行っておふろやカフェをお得に
利用しようというものです。
この「センキョ割」を行うことで、特に若い人たち
に日本の政治・経済・社会の動向への関心を一層高め
てもらおうと行動しています。
これは、投票時で発行してもらえる「投票済証」を
開催期間に（2021年10月31日（日）～11月 6 日（土））対
象店舗へ持参すると、割引特典を受けられるというも
のです。

10月31日は衆議院選挙が実施されますが、「選挙割」
の話題をお話しします。

特典内容は、地域で経営する複数の温泉銭湯の入館
料又は飲み物を200円引きするというものです。

あるTVニュースの、街頭取材で若い人へ、「選挙

また、別の運営団体では、同じく「センキョ割」と

の投票に行きますか？」とインタビューされて答えて

称して、投票後、投票済証明書や撮った写真がクーポ

いたのですが、
「選挙に行っても、どの候補を選んで

ンの代わりとなり、参加店でオトクサービスが楽しめ

良いのか分からないので選挙に行かない」とコメント

る！それが「センキョ割」です。これは、「センキョ

している若者がいました。選挙への関心が薄いことを

割」学生実施委員会と各地域の主催者、選挙ルールの

知ってチョットがっかりしました。そんな中、ある

交通整理を担う「センキョ割協会」が中心となって、

ネット番組で、選挙に関心を持って、投票所に足を運

全国各地域の有志、各企業に輪を広げて活動していま

んでもらおうと、工夫をしている団体の話題を知りま

す。「選挙を無意識でポジティブに捉えられる国民的

した。

行事に、「センキョ割」文化で社会参加意識向上の

「おふろから文化を発信する」を企業理念に掲げ

きっかけをみなさんとつくろう」というもので、お店

る、株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代

も喜び、「ポジティブになれれば、もっと学びたくな

表取締役 山崎寿樹）と株式会社旅する温泉道場（三

るよ！」と活動をしています。北海道や九州など全国

重県四日市市、代表取締役 宮本昌樹）の運営する温

どこでも、投票所と書かれた張り紙を背景に、自撮り

浴・宿泊施設では、2021年10月31日（日）投開票の第49

撮影するか、投票所の看板と一緒に自分の顔か、学生

社会奉仕委員会

証や免許証など自己証明書と撮影したものでもOK
で、全国どこでもお得なサービスが受けられるとのこ
とです。
これもネット社会から派生した現象なのでしょうか。
いずれにしましても、しっかり日本国を守れる議員
を選んで欲しいと願っています。

橋本（幸）委員長

来週11月 1 日の例会はクリーンデー30周年記念例会
です。いつもと違う時間ですので、お間違えないよう
にお願いします。
午前 7 時30分よりクリーン活動、東急ハンズエスコ
タウン側入口集合。

ゲスト紹介 親睦活動委員会 佐々木委員
本日のお客様は、いらっしゃいません。会員の皆様
でごゆっくりとお楽しみください。

8 時15分より新大阪江坂東急REIホテルにて早朝例
会です。
雨天の場合は、クリーン活動は中止します。また、
服装は私服で結構です。

幹事報告

木下幹事

改めて、いつもと違う時間ですのでご注意下さい。

国際奉仕委員会

木田副委員長

国際奉仕委員会の炉辺談話が、11月 5 日18時から新
大阪江坂東急REIホテルにて行います。
出席される方は、お間違いなきようお願いします。

ロータリー財団委員会

仁科委員長

本日、河邊パスト会長・清水（良）会員・福原会員よ
り、特別寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

ニコニコ箱

1 ．先週もお話し致しましたが、今年度2021－22年度
地区大会が12月 3 日（金）1 日のみの開催で、大阪国
際会議場で行われます。「参加」と「不参加」・参加
形式の「会場参加」と「オンライン参加」のご記入
を本日中にお願い致します。また、ご家族の登録料
は不要ですので、もしご参加されるのであれば、加
えてご記入下さい。
2 ．ロータリーの広告記事の新聞掲載の件
 2021年10月22日の新聞広告記事として、一面に

●小川パスト会長 『企業経営を楽しんで』卓話をさ
せていただきます。
●新井パスト会長
●髙木会員
●近藤会員

数
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●会

結婚記念日のお花ありがとうございまし



催されます。理事の皆様、宜しくお願い致します。

出席委員会

皆様のお顔がまぶしくてうれしい気持ち

た。

3 ．本日の例会終了後に理事会開催の件

出席報告

無断欠席のお詫び。

です。

ロータリーが紹介されております。ご報告致します。
 本日の例会終了後に第八回（十月度）理事会が開

島倉副SAA



11月

会員夫人
堀会員夫人
橋本（幸）会員夫人
瓜生会員夫人
坂本会員夫人
榎原会員夫人
由上会員夫人

卓

ラス思考の社風づくりです。

話

私の人生（今まで歩んできたことを伝えます）


小川

勉 パスト会長

1974年、中小企業のトップを切り、松下電器の翌
年、完全週休 2 日制を採用しました。休みが増え、操
業時間短縮でコストアップ、競争力低下を心配しまし
たが、「先取り精神」が評価され、良き人材を確保す
るチャンスとなりました。
1983 年、「会 社 ぐ る み の 禁 煙 運 動」を 実施しまし
た。幹部社員が気管支炎になったことから、会議中の
禁煙でスタート、禁煙規定を作り、タバコを吸わない
人には禁煙手当、禁煙を達成した人には禁煙ボーナス
を出しました。テレビ等、マスコミに取り上げられた
こともあり、社員の80％の人が禁煙に成功しました。
このことは単に、健康管理の為、又は他人に迷惑を

1935年 2 月 1 日に兵庫県高砂市に生まれる。
その後、立命館大学法学部を卒業、電気材料販売会
社東和電気に入社しました。ここで取り扱っていた商
品として弗素樹脂と出会いました。
耐薬品性、耐熱性等、素晴らしい特性を持つスー
パーエンプラでした。又、価格が高く当時銀と同価格
でプラスチックの貴金属と言われました。
この製品の販売の実績を積み、その後その製品製造
の為、会社を設立しました。1964年東京オリンピック
が開催された年で淀川辺りの中津で発足、社名を淀川
化成とつけました。
企業は環境適応業といわれます。ダーウィンの進化
論にあります様に「生き残る者は最も強い者でも、賢
い者でもない。唯一変化に対応できる者だ。」と書か
れています。

かけないことだけではなく、困難といわれる禁煙をや
りとげた満足感とやろうと思えば何でも出来るという
自信につながりました。この成果で毎年、新製品が開
発出来、企業間競争に優位に立つことが出来ました。
又、画期的な製品開発で業界発展に寄与した功績で
弗素樹脂工業会の推薦で藍綬褒章を受章しました。
その後、事業の多角化を進めプラスチックの成型・
加工から装置へ進出しました。まず、液晶用偏光フィ
ルム貼付機を製造する為、メデック社をM&Aしまし
た。次 に セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ 積 層 機 を 製 造 す る
NCC社をグループ化しました。
現在はリチウム電池、ライフサイエンス市場にも進
出し成果を上げています。特にリチウム電池のガス
ケットはEV車用が急成長をしております。
海外展開も2000年の台湾からスタート、現在韓国・
中国・ベトナムと 6 拠点となりました。

私もこの素晴らしい樹脂を活かし、時代にマッチし

吹田西ロータリークラブとのつながりは西南吹田企

た製品をつくりました。創業当時は耐薬品性を利用

業協議会から始まります。今の江坂企業協議会のス

し、化学プラントのシール材、80年代は摩擦が低く、

タート時に山出さん、梶山さん、瀧川さんにお世話に

耐摩耗性に優れた特性を活かし摺動材への応用が進み

なり親しくさせていただきました。

ました。
90年代以降は、そのピュアで安定した特性で、高純
度の薬品を使用する半導体、液晶等の製造装置に使用
されています。この様に、時代に先がけて新製品が開
発されたのは、自立した社員が育ったからです。

その後、お誘いを受け、 5 ヶ月前に発足した吹田西
ロータリークラブに入会しました。
先日、認証状伝達式のビデオを見て改めてスタート
時を思い出しました。
人生は出会いであるといわれます。ロータリーは良

私は脱サラで起業したので、しばられない。自由で

き出会いの場と思います。例会で交わす会話や、触れ

やりたいことがやれる会社づくりを目指しました。減

合いの中で新しい発見や学習をさせていただきます。

点主義ではなく、チャレンジしたことが評価されるプ

これからもよろしくお願いします。

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

