2014〜2015 年度)) ) ＲＩ会長)ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン)
ＲＩのテーマ) 『ロータリーに輝きを』)
地区のテーマ)))｢行動) ACTION｣) ガバナー)坂本元彦)

週)報
国際ロータリー
第２５７０地区

狭山中央ロータリークラブ

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305) 狭山市入間川 3-6-14)TEL)04-2954-2511
〔事務所〕〒350-1305)狭山市入間川１-24-48)TEL)04-2952-2277)FAX)04-2952-2366
http://www1.s-cat.ne.jp/schuohrc/E−mail:schuohrc@p1.s-cat.ne.jp
会長)稲見) 淳) 会長エレクト)奥冨喜平))副会長)坂本松男) 幹事)江原伸夫)

［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1019 回(12 月 2 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副 SAA
ビジター
※出席報告
会員数
４０名

稲見 淳会長
国歌斉唱 奉仕の理想
有山君 東君
米山奨学生 趙 恩恵さん

出席者数
３３名

会長の時間

出席率
82.05％

前回修正
69.23％
稲見会長

今日は一番先に、残念なのですが有山会員が 12
月末をもって退会されるとい
うことをご報告致します。理
事会の方にも報告はしてあり
ますが、後程有山さんの方か
らその経緯をお話して頂ける
と思いますので、宜しくお願
い致します。
今日は本来クラブ協議会ということになってい
るわけですが、皆さんご存知の通り奥富エレクト
が欠席されております。実は先週奥富エレクトの
方から私に連絡があり、1 時間程お話したのです
が、どうも体調が優れず絶不調な状況にあるため、
このまま会長エレクトとしてやっていくことが体
力的に無理だということでした。お話を聞いてい
て私も、これ以上やって頂くと体調が悪くなるの
ではないかと判断致しまして、奥富さんを選びま
したパスト会長会に戻して協議をして頂きました。
その結果夕べパスト会長会では、エレクト退任も
いたしかたないだろうというご承諾も得まして、
今現在エレクトはいないという状況になりました。
よって今日の理事会でまたお話させて頂き、その
後につきましては皆さんにご報告したいと思って
おります。来年度について差し障りのないように
上手く事を運びたいと思っておりますので、ご協
力宜しくお願い致します。
早いもので 12 月、今日の例会が通常例会として
は最後になります。次週は地区大会の振替のお休

み、12 月 16 日はクリスマスを兼ねての忘年会と
いうことになります。こちらもおかげさまで 55
名出席して頂けるということで、年忘れとしては
最高の忘年会が、皆さんと楽しめるのではないか
と思い、親睦委員会始め皆さん関係されている方
に感謝しております。
伝達事項と致しまして、地区より沼崎ガバナー補
佐を地区研修委員会第 3 グループ委員としてお願
いしたいという要望がきております。そしてもう
一つ、田中八束会員を地区の社会奉仕部門の委員
長としてお願いしたいというご連絡もきておりま
すので、理事会で承認を頂くということになると
思います。
私昔、三菱重工業の株を持っていまして、MRJ
（三菱リージョナルジェット）と言いまして、国
内で今作っている三菱重工業がこのようなものを
やるから上がるかと思っておりましたが、あまり
上がらなかったのですが、これが 17 年に就航され
ると株価は、今 670~680 円ですので 900 円位まで
になるのではと思っております。
MRJ とは全長が 36m、92 人乗りのジェットです。

MRJ のジェット機の姿です。
これより少し小さい 72 人乗りを作るという構想
もされております。何よりも燃費が 20%削減され
るということで、これが最も売りです。就航は国
内路線がほとんどで、欧州等にも売られますが、
近距離用のジェットということになります。利用
者からみるメリットとしては、燃費が上がること
によって不採算性路線が復活できる、プロペラ機
で行っていたところに速く行ける等だと思います。
値段が安くなるかというとこれはまた別問題で、
航空会社次第ということになります。また、利用

者のメリットは内部空間が、同じサイズの飛行機
より広い、貨物室を床下ではなく機体の後ろの部
分につくったためです。
小さい割に内部が
非常に広くとって
あり、座席が広い
ということも売り
だそうです。１機
当たりおよそ 50
億円だそうです。現在の段階で 407 機が注文され
ているそうで、お金に換算すると 2 兆円というこ
とになります。そのため経済産業省当では非常に
力を入れているプロジェクトということです。
海外のジャンボ
やエアバスにも日
本の技術はかなり
使われているとの
事です。30 数パー
セントを日本のシ
ェアで占めているそうですが、この MRJ は殆ど
が外国の輸入品で作るということです。それはや
はり日本が YS11 から 50 年位ほとんど航空機を作
ってきておらず、信用度が低いということで、海
外の技術を取り入れ、信用を増してから本当の国
内生産に入っていくということが考えだそうです。
この MRJ の成功は、日本のものづくりと言う
観点からも、大きな期待がかかっているのです。
航空機は、およそ 300 万点の部品を使います、自
動車の 100 倍です。産業のすそ野が広いからです。
ただ、現実はどうか・・・MRJ は「国産」
つまり、開発や組み立ては国内でやりましたが、
部品は 70％が、海外からの調達です。エンジンも
飛行を支える電子機器も外国製で、国内の部品は
30%が日本製と言いますが、それより低いのです。
なにより、５０年ぶ
りの国産旅客機と
いう事で、世界中か
ら安全性の信頼を
得なければいけな
い。そのため、今回
は海外で実績のあ
る会社からの調達を優先した面もあるからです。
確かに、後発の日本メーカーによると、航空機の
分野は投資に巨額のお金がかかりますし、安全性
の基準も厳しい。
参入しにくい面はありま。ただ、自動車などがど
んどん海外に工場を移す中、航空分野への参入を
検討する部品メーカーも出てきています。MRJ が
量産化に成功すれば、関心を持つ企業が増えてそ
れによって、雇用や技術の支えにつながるのでは
ないか。そのような期待もかかっているのです。
公開された機体で、来年春に初めて試験的に空
を飛ぶ予定です。その上で、2017 年春にお客さん
を乗せる最初の飛行機が全日空に引き渡される予

定です。
この間沖縄に行ってきたのですが、やはりあち
らは小さい飛行機で行くものですから、このジェ
ット機ができて時間も短縮されるということです
ので、大いに期待できるのではないかと思ってお
ります。

幹事報告

江原幹事

１、第３回クラブ奉仕部門セミナーについてのご
案内が来ております。
２、2012〜2013 年度地区役員選出についてのお願
いが来ております。
３、公益社団法人 狭山青年会議所より賀詞交歓
会のご案内が来ております。
４、青少年を育てる狭山市民会議理事会のお知ら
せが来ております。
５、受贈会報 所沢西 RC
◆退会挨拶
有山幸雄君
誠に残念なのですが、12 月末
付をもちまして、住協建設の役
員を退任することになりまし
た。内部事情はあまりこのよう
な場でお話するのは適切では
ないと思いますのでお話しま
せんが、基本的には円満退任、
退社ということでございます。
年々色々な問題等々がございまして、このよう
なことになりました。やはりバックボーンが会社
でございますので、従ってこの会社の首輪が外れ
ますので今回退会をさせて頂きたいということで、
お話をさせて頂いた次第でございます。誠に申し
訳ありません。
10 月にイニシエーションスピーチをしたばか
り、10 月 28 日のガバナー公式訪問で入会の経緯
等々色々なことを話させて頂いた、言うなれば舌
の根も乾かぬうちにということで、大変心苦しい
のですが、このような社内事情もありまして退会
をさせて頂きました。会社の中でも何とか後任の
者を出させて頂ければと思ったのですが、残念な
がらそういった人間がおらずに、会社としても忸
怩たる思いで退会ということでございますので、
どうぞ宜しくご理解を頂ければと思います。
40 名の会員ということで、大変皆さん喜ばれて
いる中でまた 1 名欠けるということは、私として
も本当に後ろ髪を引かれる思いでございますけれ
ども、何卒ご容赦頂きたいと思います。12 月 16
日の家族例会につきましては、夫婦ともども最後
のロータリー活動ということで、十分に楽しませ
て頂き、また皆さんとお別れをしたいと思ってお
りますので、宜しくお願い致します。
次の所はまだ少し間をおいてからと思っておりま
すし、役員という形ではなく、もう少し肩の力を

抜いたような形で、また社会に還元できればと思
っております。
最後にロータリーには心残りでございますが、
私 1 月が誕生日でございますので、来月までいれ
ば誕生祝が頂けたのですが、残念ながら頂けない
ということ、ここが心残りでございます。
本当に皆さんありがとうございました。

《会員３分間スピーチ》
宮野ふさ子会員
先ほどウンヘさんから話
があり、そして先週金子先生
にいらっしゃって頂きまし
たが、米山記念奨学会につい
て、少しお話させて頂きたい
と思います。
私は今年度、おかげさまで
皆さんに送り出して頂き米山記念奨学会の地区役
員 4 年目となります。米山記念奨学会の学生は大
体この 4 年間 20 名前後、今年度は 18 名、そして
20 名弱の学生さんに、ウンヘさんは大学生なので
毎月 10 万円の奨学金、大学院に通われている学生
さんは毎月 14 万年の奨学金を米山奨学会の方か
ら差し上げております。もう一つ、今 2570 地区
にはそのような学生さんはいないのですが、各種
専門学校の学生さんも勿論応募が出来まして、そ
うした方たちには毎月 7 万円の奨学金を差し上げ
る制度でございます。
どのように選ぶのかと申しますと、今は学校単
位、2570 地区の中にある学校にロータリーの方か
ら PR の書類等を学校単位で配らせて頂き、学校
の方から担当教官の推薦状と共に応募があります。
ですから 2570 地区の中にある大学とは、西武文
理大学や立教大学新座校、東京国際大学、十文字
学院、駿河台大学、埼玉大学の学生さんが主な学
生さんとなります。
応募してくる学生さんは、皆さんとても優秀で
す。担当教官がこの子であれば大丈夫という推薦
状を付けますので、皆さん優秀な学生さんが来ま
す。今私の所でオーストラリアのジョン君という
学生を預かっていますが、この子に比べるとやは
り大学生と高校生とでは随分意識が違います。以
前当クラブでもホストファミリーをなさった方も
沢山いらっしゃると思いますが、台湾のユウタ君
という高校生も預かりましたが、やはりその子と
比べても大学生はかなり優秀かと思います。
先日 30 日のクリスマス会を学生さん達に主催
して頂き、大した踊りは踊っておりませんが、パ
ーティーをさせて頂きました。その前に先立って、
カウンセラー会議というものを行いました。カウ
ンセラー会議は年に 2 回行うのですが、今回の会
議は 2 回目で、今カウンセラーを浜野さんに担当
して頂いておりますが、今現実に学生さんを担当
しているカウンセラーさんがいらっしゃって、抱
えている問題や問題点等を地区の役員に伝えて頂

き、財団の方に持ち上げ、解決を図るという、生
のカウンセラーさんの声を聞く会議です。
その中で出たのは、文化の違いです。カウンセ
ラーさんの中には、突然アルバイトの保証人にな
って欲しいと言われて戸惑った、或いは学生さん
の中にも奥様がいる方が多く、今回も 4 名程奥様、
或いは子供さんもいらっしゃる方がいるのですが、
その中で奥様がたまたま病院にかかり、その病院
の治療費が足りなくなってしまったので貸して欲
しいと言われることもある等、色々な問題がでま
した。浜野さんも今、大変楽しんでやって頂いて
いると思っておりますが、皆さんカウンセラーに
なられると色々な文化の違いが分かって面白いの
ではないかと思います。
米山奨学生 趙 恩恵さん
一昨日はロータリー米山
記念奨学生のクリスマスパ
ーティーがありまして、今
回初めてのクリスマスパー
ティーなのですが、ゲーム
の担当者として、スピード
ゲームや○×ゲーム等を作
りました。浜野さんや宮野さんが積極的に参加し
てくれて、とても嬉しかったです。そして最後の
ゲームの中での浜野さんと宮野さんの踊りは、と
ても素敵でした。これからもロータリーの輪を広
げていきたいと思います。
先月、狭山にある清陵高校で講演会があり、ス
ピーチをしに行ってきましたが、すごく明るい高
校生の中で、一番多かった質問が「日本に来て一
番嬉しかったことは何ですか？」ということでし
た。私は「ロータリーの米山奨学生になれたこと
が、日本に来て一番嬉しいことでした」と答え、
また「日本に来て経験した日本の文化は何です
か？」という質問には、
「ロータリーの奨学生とし
て、秩父音頭祭りに参加し、踊ったことです」と
答えました。大体半分以上はロータリーのことを
話し、皆から「ロータリーのことが凄く好きです
ね」と言われました。皆さんのおかげで、日本の
生活がもっと豊かになったと思います。これから
も宜しくお願い致します。

「外来卓話」・・・・・・・・
国際ロータリー第２５７０地区
第３グループガバナー補佐 沼崎正徳様
今日は色々の経緯から急に
私が卓話をすることになりま
した。卓話の内容を準備する
ことが出来なかったので、先
日狭山警察で若手署員に行っ
た講話の中身を少し修正して
お話します。経営者の方々に
は何をいまさらと言う内容ですがお聴きください。
1 お金について

お金は貯めなければ貯まらない。目標を持っ
て貯金をしよう。
私の例 昭和 40 年 4 月に学校を卒業し会社に入り
社会人になりました。入った会社は明治乳業
で勤務は世田谷にあった東京工場、
「専門職」
と言う肩書きでも駆け出しの新入社員です。
給料 23,750 円＋都市手当 5%(1,187)＝24,937 円
最初にもらった給与は上の金額から所得税や昼
の食費や寮の家賃が引かれ差し引き手取り額
18,200 円でした。私は買いたいものがたくさん有
り、給料をもらったらあれもこれもと考えていま
した。その私が手にした給料がたったの 18,000 円
余、これにはびっくりしました。少しは差し引か
れてもほぼ全額ぐらいはもらえるだろうと思って
いたからです。そこで私は貯金しなければどうに
もならないと思ったわけです。６月に皆さんボー
ナスをもらいます。新入社員には報奨金と言う名
前のお金が 5,000 円出ました。さらに驚いたこと
に 500 円の所得税が引かれ手取りは 4,500 円でし
た。そこで私はかねてより欲しいと思っていた腕
時計を買いました。自動巻、中３針、日付曜日付
き、防水式 SEIKO の最新型、定価 5,000 円を服
部時計店に勤めた友達に頼んで 3 割引 3,500 円で
買いました。実は学生時代に親に買ってもらった
薄型の金張りの時計を持っていたのですが、水仕
事中にぬらしさらに牛乳がかかり、動かなくなっ
ていたのです。
次に買ったのが背広、8 月になって背広のイー
ジーオーダーが安くなり新宿伊勢丹で 10,000 円
のものを買いました。また社員販売で安く牛乳や
ヨーグルトが買えても部屋に冷蔵庫が無いので買
い置きが出来ない。そのために１０月に小型の冷
蔵庫を買いました。10,000 円で少しおつりが来ま
した。冬の寒さは布団をかぶってしのぎ３月にな
ってこれも特売になった石油ストーブを秋葉原で
買いました、15,000 円でとても高価でしたがこれ
は非常に良い品物でイギリス製のアラジンです。
その後 30 年以上壊れず私と共に生活した思い出
のものです。
ここまで揃うと生活がかなりやり易くなり、自
炊で生活費も節約できるようになりました。当時
は毎年昇給があり、そういう面では今より有利だ
ったと思いますが二年経った昭和 42 年春には 20
万円を越える貯金が出来ました。これだけ有れば
証券会社で株も変えますし投資信託にも投資が出
来ます。野村證券の吉祥寺支店へ行き店頭で推奨
する株を紹介してもらい購入しました。このよう
にして個人資産が出来ると考え方も変化して目標
も大きくなります。その頃世間をにぎわし若者に
影響が大きかった民青(民主青年同盟、若者が対象
の共産党の下部組織)の影響が大きい労働組合運
動にも一歩引いて批判的に対応できました。さら
に結婚も自信を持って考えられるようになり、将
来をじっくり考えることにもなりました。もちろ
んしばらくの間共稼ぎをしましたが昭和 42 年の

終わりには伴侶を得ることが出来たのです。もう
一度言います。お金は貯めなければ貯まりません。
無駄使いは止めて目標を持って貯金をしましょう。
目標に向うときには良くない友達やその他周りか
らの誘惑に打ち勝つ強い意志を持たなければいけ
ません。その結果自分に自信が付きますし世の中
に対する考え方が変ってきます。全て自分の為で
す。
2
友達は大切
皆さん、友達をお持ちですか。
「ハイ持ってま
す」と言える人はとても素晴らしいです。
友達といっても色々な種類があります。警察を困
らせるヤクザの世界も言いようによれば友達組織
です。彼らだって上下関係と共に強い仲間意識に
よって成り立つしっかりした組織を構成している
のです。ですから友達は良い友達でなければなら
ないのは言うまでもありません。さて人は一人で
は大した事は出来ないものです。友達がいて、協
力し合ってそれで色々な仕事がやれます。私が所
属する狭山中央ロータリークラブというクラブが
有ります。ここに私が所属する理由は「一人では
出来ない奉仕の仕事を同じ志を持つたくさんの仲
間と協力することにより出来る」からです。では
どうしたらよい友達が出来るのか、私の考え方を
お話しましょう。私はまず自分が他の人にとって
良い友達になろうと努めようとしています。それ
により相手も私を良い友達と考えてくれるように
なるはず、と思うからです。実際は、私がこう考
えて行動することに対して相手がその様に受け取
ってくれないかも知れません。それでも私はずっ
とその様に行動しています。次に組織に参加した
時にその中の仕事から逃げないことです。
スポーツクラブでもその他の趣味の同好会でも
会のための仕事に就かずいつも逃げてしまう人が
います。会の組織にぶら下がってばかりいて自分
は何もしない人、これでは信頼してもらえません。
同時にこの組織からは友達は得られないと思いま
す。以前私は地域の自治会長になったことがあり
ます。長い間私は地元におらず、よその土地で仕
事についており、平成１２年になって定年退職を
機に生まれ故郷に帰ってきました。そうしたら待
ってましたとばかりに役が回ってきたのです。も
ちろん一人で大役を全うすることは出来ません。
驚いたことに大勢の人たちが協力してくれたので、
何とか自治会長の役を果たすことが出来ました。
私はこれらの方々の協力に大変感謝すると共に、
私にとって大変有難い大事な友達です。今までの
生活の中で一緒になった学校や会社、職場には
夫々同窓会や同期会、同志会が有ります。もちろ
ん遠方で参加できないものも有ります。私は出来
る限りこれらに参加して旧交を温め、また世話役
も買って出ています。有難いことにたくさんの懐
かしい友達がおります。
3 段取り七分の話

聞いたことが有りますか。
仕事は準備がことの成否の 7 割を支配するとい
う意味です。きちんとした準備をして事に臨めば
失敗はかなりの面で避けられ、事がうまく進むと
いうものです。職人さんが仕事をする時に、まず
全体の手順を考え、次に材料を整え、自分の使う
道具をそろえてきちんと磨き、足場を整えてから
仕事を始める。これらが一つでも欠けると必ず失
敗があり、仕事がうまく行かない。実際に持って
いる技能、技術も発揮できず欠けた部分が発生す
る。そういうことから出た言葉です。大工さん、
鳶職、土木関係、植木職、その他色々な技能職に
当てはめてみるとなるほどと納得します。
皆さん今日会社に来るときの道々、何を考えて
きましたか？早起きして身支度し食事を取り家を
出てきましたね。そのあと出勤の途上何を考える
かでその日の一日がかなり変ります。これはお願
いです、その日にやる仕事の段取りを考えながら
出社してください。その日一日の能率が違います。
職場についてから仕事を考えるのでは遅いのです。
職場に着き次第すぐに今日の仕事に手がつけられ
ます。
「まずお茶を一杯、それからおもむろに机の
上を見回し、周りを見回し、上司の目を見て指図
を待ち、今日の仕事を考え、それからどの順序で
やろうか・・・こんな仕事のやり方では先が思わ
れます。仕事の段取りは出勤途上で既にまとまっ
ているとすれば、すぐに仕事に取り掛かれますね。
私が工場長になった時毎朝これらの事を念頭に置
きながら仕事をしました。従業員には安全に心が
け、朝元気に出勤し怪我がなく元気に帰宅できる
よう気を配ったものです。
4.

仕事のマニュアル化の話
毎日する仕事をどのようにこなすのが良いや
り方であるかを考えたことがありますか。これだ
けでは何を言っているか分からないでしょう、私
が言いたいのは自分の仕事を行うときその手順を
事前に決めて効率よくこなす方法について考えま
しょうということです。
今から５０年ほど昔。私が最初に仕事に就いた
ときの仕事はプラントの保守作業でした。毎日動
いている機械が時間の途中で故障をしないように
見回る仕事です。朝、工場の作業員が出社してく
る前にプラントの機械全部を見て周り潤滑油を補
給し、モーターを動かし、異音が無いか調べ、正
常に動くことを確認、さらに装置の変形や通路の
異常を見、安全を確認する仕事です。先輩社員か
ら手順を聞き、一つ一つの作業方法を習い工場を
一周し、始業に間に合わせることでした。なんと
この仕事はズーット前から毎日行われていたにも
関わらず文章化されていませんでした。だから作
業員一人ひとりの裁量でいかようにも解釈できた
のです。それによほどの事でない限り機械はすぐ
に壊れたり不具合が出たりはしません。一日ぐら
いほって置いても大丈夫なものが殆どです。私は

先輩の中で一番の腕の良い人の仕事のやり方を覚
え、さらに彼の助言を入れて文章化することにし
ました。仕事の標準化(マニュアル化)です。このこ
とにより誰でも同じレベルの作業がほぼ同じ時間
で可能になり安定した新人教育ができるようにな
りました。またマニュアルの内容も常に見直し「カ
イゼン」を加えるようにしました。決まった仕事
にはマニュアルを作り「文章化」して内容の「カ
イゼン」に結び付けてください。
5. ものの考え方、なぜか？を何度も繰り返して
考える。現象を見て、元にさかのぼって原因を考
えてみよう。私が現場のエンジニアとして働いて
いたとき、次のようなことにぶつかりました。
・水ポンプの回転する音が大きくなってきた。
なぜか？
・軸受けに油を注しても音があまり変らない
なぜか？
・水ポンプの能力が落ち汲み上げる力が足りない
なぜか？
・水ポンプの軸が磨耗してガタが大きくなった
なぜか？
・さらに羽根車も磨り減っている
なぜか？
・吸い込み管のストレーナ（濾過器）は正常か
分解したら網の目が破れていた。
元の井戸水に含まれる砂がポンプ内に入り込み、
羽根や軸をすり減らしていたのが原因です。
井戸水に砂が混ざっているのは当然で、ストレー
ナーはきちんとしていなければいけません。そこ
で網を交換し同時にポンプの中にある羽根車や軸
を交換し、事なきを得ました。
このように現象を見てその場の対策をしても本
当の原因は違うということがあります。こういう
ことは世の中にたくさん有るのではないかと思い
ます。
私は今日皆さんに関係がある現象についてお話
がしたいと思います。
皆さんが毎日ご苦労されている交通事故、これは
なかなかなくなりません。本当に警察の方々のご
苦労が身に浸みて感じます。そこで一つの提案を
したいのです。
交通事故の原因の多くが運転手の不注意と速度
過剰による不安全運転です。日本には狭い道が多
く人の交通も多いので取り締まりも追いつかない、
また自動車の性能も向上し速度も出るし、走行音
も静かで分かりにくいのでどうしてもうまく行か
ないのも現実です。そこで私は道路の作り方によ
る事故防止を提案したいのです。
簡単に言えば自動車が走りにくい道をあえて作
るというものです。街中の道は石畳にして常にで
こぼこにする。住宅街の道には坂阜(ハンプ)を作り、
走行しにくくすると言うものです。自動車はでこ
ぼこ道ではスピードを上げられません。交差点に
坂阜が有れば一時停止を見逃しません。通過道路
と生活道路を明確に区別して交差点の作り方を変

えれば、出会い頭の衝突は避けられます。(坂阜と
は舗装面に横一筋に 3〜5 センチの高さの凸面を
堤防のようにつくり、自動車が走りにくくするも
の) 従来のように綺麗に舗装して速度制限の標
識を立て、交差点には片方の道だけに一時停止の
標識を立てる。このようなやり方では標識を見逃
し、あるいは無視した走行をなくすことは出来ま
せん。取締りをいくらやっても事故根絶は出来ま
せんし無理でしょう。残念ですが「性悪説」で対
応せざるを得ません。ここで皆さん、
「警察官は道
路整備の担当ではありません」それは市や県、国
に言ってくださいと言うと思います。しかし私は
思うのです。取り締まりをやる警察官そのものが
道路をいかにしたら良いか提案も出来ないという
ことは怠慢だと思います。色々の種類の道路は
夫々いかにあるべきかという考え方を持って提案
して戴きたいのです。
6.

5S の話
世の中に 3S とか 5S と言う言葉があるのをご存
知でしょうか。
整理、整頓、清掃、
（清潔）、
（習慣）をローマ字で
書くと皆 S で始まるからこのように言います。こ
れからお話する内容は産業界、特に製造業に於い
て盛んに提唱されていることについてで、その他
の産業に於いてもあるいはオフィスにおいても応
用され、それなりの効果が確認されています。
辞書にはこれらの熟語はみな説明がありますが、
ここでは特別の定義をします。
① 整理 いるものと、いらないものとを区
別して、いらないものを捨てること。
② 整頓 いるものを順序だててまとめ、す
ぐ分かるように表示して並べて置くこと。
③ 清掃 周り中を出来るだけ綺麗に掃除す
ること。
④ 清潔 綺麗にしたことを維持して今まで
以上に綺麗に保つこと。
⑤ 習慣 ①から④までを常に維持できるよ
うに習慣付けること。
ここで分かることは職場全員が行わなければなら
ないことであると言う事です。上司から一番下の
新人まで夫々の立場によってやることが違います。
①の整理は一番の上司の仕事です。なぜならそ
こに有るものが必要か不要かは一番の上司でない
と判断が出来ません。捨ててよいものといけない
ものの判断は職場長の仕事です。不要と判断した
ものを捨てるのは指示された人が行うのです。も
ちろんどんな人でも自分の持分に於いては自分で
判断し責任をもって廃棄します。実際行ってみる
と驚くほどたくさんの不用物が出てきます。
よくある例ですが上司が部下に「整理整頓を行い
なさい」と言う指図は全く誤りと言うことがお分
かりと思います。この上司は自分の仕事が分かっ
ていませんしこの職場の整理も整頓も出来ません。
物の置き換えと整理整頓は本質的に別の物です。

②の整頓はかなり技術がいります。棚を新たに
購入するとか、今まで有ったものを使うとかして
取り出しやすく、またどこに何が有るかをわかり
やすく表示する必要が有ります。決まったものを
決まった位置にしまう、誰でも必ず決まった位置
にしまえるように表示する道具も考える必要が有
ります。始めはガムテープとマジックインクで十
分ですがそのうちにもっと綺麗な表示がしたくな
ります。もちろん職場の全員に対して訓練や勉強
会が必要です。多くの場合①と②が終ると驚くほ
どのスペースが空きます。今までの無駄が一挙に
なくなりびっくりします。そのためさらに物の置
き方が改善できます。物の流れに従い人の配置を
改善し生産性が良くなります。事務所では邪魔物
がなくなり、今まで使っていたファイルや戸棚も
なくなるかもしれません。机の上には置きっぱな
しの物が無く、皆さんの顔が見えるから職場のコ
ミュニケーションの改善も期待できます。家庭で
は冷蔵庫のしまい方での応用できますね。
③清掃、もうお分かりでしょう。不用物がなく
なり広々した空間は掃除もはかどります。きちん
としまってある物は必要なものだけ、空いている
空間、床はピカピカに磨き上げることも可能です。
空いた空間にはソファーを置いて休み時間に職場
の仲間が話し合いや休憩に使うことが出来るかも
知れません。工場では建て増しをせずに空間が確
保でき、そこに新たな機械を設置することも出来
ます。④と⑤は先の①〜③に比べると劇的変化と
は言えませんが継続するためには欠くことが出来
ません。大事な空間を無駄なものが占領している
例はまだまだたくさん有ります。これらをきちん
と整理整頓するには以上に説明したほかにもかな
りあるものです。不用在庫に関する対応も大きい
効果をもたらします。簡単に言うと物の買いすぎ
によることが多いのです。必要なものを必要なだ
け購入すれば買い置きがなくなり、それを置いて
おく場所が不要になります。またいっぺんに作っ
て売れ残りを保管しておく場合も同じです。これ
らは発注して納入されるまでの時間が長いか短い
かによりますし、連続して作ったほうが安くでき
る場合などがあり、一概には判断できにくいもの
です。しかしカイゼンによって納入時間短縮、製
造時間の短縮や品種切り替え時間の短縮などによ
り大いに生産性と利益に繋がることが多いのです。
事務所では主に事務用品の買い置きは見直す必要
が有ります。家庭では最近はやりの「断捨離」の
実行です。
職場に帰り、自分の机の上に物がある方はすぐ
に 5S の考え方を実施して見て下さい。探し物の時
間短縮など色々の効果があります。
7.

稼ぐことと、働く事の違いの話
人は一生のうちに両方をやらないと一人前とは
言えません。私たちは皆、まず親に育てられ大人
になります。そして世の中に出て、自活する即ち

稼ぐことを始めます。その目的は言うまでも無く
自分が生きるため、また学ぶためで、人の大切な
行為と言えます。やがて結婚し妻と共に子を育て
一人前にしなければなりません。これで定年退職
するまで稼ぎ続け、その後自分の好き勝手に生き
孫の成長を楽しみ、安らかに寿命を迎える。実は
これでは人生のやらなければならない事の半分し
か実行していないと今日は言いたいのです。
人生のもう半分は何かと言うとそれが「働く」
と言うことです。
「働く」と言うことは基本的に無
報酬で世のため地域のため人のために仕事をする
ことです。若い皆さんは「なんだそれ？」と思う
かも知れません。周りを良く見て下さい。世の中
には本当に頭の下がる働きをしている方が沢山い
ることに気が付きます。
人々の「働きにより、平和で安心した日々が送
れている」ことに気が付きます。毎朝道に立ち小
学生の通学指導をして下さる方々。自治会の地道
な仕事をコツコツとこなす方々、裏方さんで全く
表に出なくてもイベントがつつがなく行われる陰
には沢山のこのような人々の存在が有ることを心
したいと思います。私たちの住む狭山市や入間市
は近年かなり都市化してしまったことで隣近所の
お付き合いが希薄化されています。また故郷を遠
く離れて移り住んだ方々が沢山いるので郷土愛が
育ちにくい場所柄です。
私は今からしばらく前４年間自治会長をやりま
した。その時地元で毎年やっているお祭りになか
なか賛成せず、むしろ足を引っ張る言動をして困
る人がいました。私は彼に「あなたのご出身はど
ちらですか？」と問いました。彼は東京から引っ
越してきたと言っていましたが、実は東北の田舎
から上京し一生懸命仕事をし、狭山に家を購入し
て都内の借家から移り住んだのです。ある時「貴
方の田舎ではお祭りはいかがでした？」との私の
問いに彼はそれはそれは楽しみにしていたし、に
ぎやかで懐かしく嬉しいものであると自慢気に話
しました。全て聞き終わってから私は「それは大
変素晴らしいですね、うらやましいです。この地
に生まれ育った私にはそれ程までの思い出は有り
ませんが、あなたのお子さんの故郷はここですか
らあなたのお子さんに楽しいお祭りの思い出をも
ってもらうために、今、ここのお祭りを盛り上げ
たいと思うんです。どうですか、私達と一緒にや
りましょうよ。」とお願いしました。その後彼は本
当に一生懸命地域の仕事をしてくれるようになり
ました。大変有難い事です。
先日発行された広報さやま１１月号には狭山
市制施行６０周年記念式典で表彰された方々の記
事が載っていました。そこに発表されている方々
は本当に地域のために「働いた」方々で私は深く
尊敬する方々と思っています。
皆さんは現役の警察官ですから今は一生懸命
「稼ぐ」ことに邁進して下さい。それが最高です。
しかしやがて仕事がお終まいになった時、次は「働

く」のだとギアチェンジして下さい。もう一度繰
り返します、
「働く」とは基本的に無報酬で世のた
め地域の人のために仕事をすることです。

稲見君

急遽プログラム変更で沼崎第３地区ガバ
ナー補佐に卓話をお願いしました、よ
しくお願い致します。３分間スピーチの
宮野さん楽しみです。
江原君 東武サロン支配人佐々木様、今年一杯で
退職なされると聞きました。長い間大変
お世話になりまして本当にありがとうご
ざいました。今後共お体をご自愛下さり
益々のご活躍を祈念申し上げます。また、
本日は沼崎ガバナー補佐には急な卓話を
お願いしましたが快くお受け下さりあり
がとうございます。宜しくお願い致しま
す。そして宮野会員の３分間スピーチ宜
しくお願い致します。
有山君 短い間でしたが、大変お世話になりまし
た。ロータリー活動は私の一生忘れえぬ
思い出となりました。会員の皆様ありが
とうございました。
寳積君 尚寿会３５周年、学術集会に大勢の方の
ご参加有難うございました。
坂本君 東武サロンの佐々木支配人が退職なされ
る事に一抹の淋しさを感じますが、お体
にご自愛をして頂き第２ステージでのご
活躍を期待しております。
清水君 ２回お休みして申し訳ありません。
会員誕生祝 佐々木君 小幡君 吉松君
夫人誕生祝 松浦君 宮野君 小澤君
結婚記念日 高田君 高須賀君
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