
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［第3グループ内の例会日］ 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

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

第 3 グループ内の例会日］ 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(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

第 1131回 ( 4月 25日)例会の記録  

   

点鐘      佐藤圭司会長 

合 唱     手に手つないで 

第２副ＳＡＡ  田端会員 高田会員 

 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３２名 ２3名 70.96％ 83.87％ 

 

  パスト会長の時間    

      古谷 博パスト会長 

 『エアバス』 

ジェット旅客機時代になり開発

費の高騰などから、ヨーロッパの

既存の各社が単独では、アメリカ

合衆国の航空機メーカーであるボ

ーイングやマクドネル・ダグラス（現ボーイング）、ロッキ

ード（現ロッキード・マーチン）への対抗が難しくなった

ことから、フランスのアエロスパシアル（現エアバス・グ

ループ）と西ドイツ DASA（現エアバス・グループ）が共

同出資し、1970年 12月に設立され、中型機の製作に

取り掛かった。これは後にエアバス A300 となる機体で、

イギリスの BAe とスペインの CASA（現エアバス・グル

ープ）も参加して 4カ国体制となった。 

最初に完成した A300 はノウハウ不足などから信頼性

不足などを指摘され売上は苦戦。エアバスは膨大な

赤字を抱えたが、フランスと西ドイツ政府の全面的な

援助によって乗り切った。 

しかし、それをきっかけに技術力を大幅に高めたA320

で大成功を収める。以後、急速に売上を伸ばしマクド

ネル・ダグラスを追い抜きボーイングに迫るまでになっ

た。当時、新型機の開発が迷走していたボーイングは

エアバスの躍進に脅威を感じると大規模な非難キャン

ペーンを開始。特にエアバスがフランスとドイツの政府

に手厚く保護されていると指弾した。それに対してエ

アバスはボーイングもアメリカ合衆国政府と一体となっ

ていることなどからあからさまな政治的売り込みを批判

し、双方が裁判に持ち込むなど泥仕合となった。ボー

イングはアメリカ合衆国政府と、EADS は欧州連合と密

接に結びついているため、両者の争いは極めて政治

的な色合いの強いものだった。2001 年にエアバスが

完全に株式会社化し、組織体制の非難合戦は収束し

た。 

アメリカの大型ジェット旅客機製造メーカーが合併、統

廃合の結果、ボーイング 1 社のみとなったため（ロッキ

ードは 1984 年に旅客機から撤退、マクドネル・ダグラ

スは 1997 年 7 月 31 日にボーイングへ吸収された）、

現在、旧西側諸国で大型旅客機を製造しているのは

ボーイング、エアバスの二大メーカーだけであり、抜き

つ抜かれつの熾烈な競争を繰り広げている。旧マクド

ネル・ダグラス機材ユーザーの多くがエアバスに鞍替

えしたことなどから 1999 年には販売受注数で初めて

ボーイングに勝利し、ボーイングが新型機開発の迷走

を尻目に着実に販売数を伸ばした。しかし 2005 年に

 
 

週 報 
2016～2017年度  ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 

ＲＩのテーマ   『人類に奉仕するロータリー』 
地区のテーマ   『知恵と元気を』 ガバナー 前嶋修身 

 

 

〔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 佐藤圭司   会長ｴﾚｸﾄ 益子伸明  副会長 小島美恵子  幹事 益子伸明 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 
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体勢を立て直したボーイングの 787 と 747-8の開発を

発表、さらに超大型機である A380 の生産の遅れが発

表されると形勢は逆転した。市場シェアは 2004 年度

54%、2005 年度 45%と減速しているが、2007 年の売り

上げでは再び逆転して首位に立った。 

 

  幹事報告                益子幹事 

・地区より 『日本のﾛｰﾀﾘｰ 100周年委員会設立趣意書』  

・地区より 『ＲＩ年次大会ｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾞﾅｲﾄ開催のご案内』  

・第 2820地区 青少年奉仕委員会より  

『孫の「いのち」のための緊急のお願い』  

◎ 受贈会報  所沢ＲＣ 

 

｢外来卓話｣･････  

『空間をととのえれば手に入る!! 

       ～３つの相乗効果～』 

㈱Original Comfort 

代表取締役 後藤邦江様 

  

設立 ： 2016年 9月 

経営理念 ：  

１． 空間をととのえることで不機嫌な大人を減らす 

２． いきいきした大人に触れることによって「大人に

なるのはいいことらしい」と思う子供を増やす 

事業内容 ： 個人宅の片づけサポート 

 企業、オフィススペースの利益アップにつながる環

境改善。 

発達障害とよばれる特性をお持ちの方に対するオリジ

ナルサポート。 

片づけ、環境改善に関するセミナー、講演、執筆。 

（1968年）大阪府守口市生まれ。 

（1991 年帝塚山大学卒業後、㈱新阪急ホテル入社。

（現：阪急阪神ホールディングス㈱）宿泊部ﾌﾛﾝﾄ課

に配属されフロントクラーク、コンシェルジュとして従

事。その後、販売促進部から宴会部にてブライダル

コーディネート業務を担当。また多年にわたり新入

社員教育に携わる。 

（1999 年）同年 12 月結婚のため退職。埼玉県狭山市

に転居。 

（2004 年）同年 8 月長女出産。体調の回復が遅く、間

もなく産後うつ状態になる。夫が難関約半年不在の

なか、今まで得意だった片づけが全くできなくなり、

床の上に散乱した衣類の山から今日必要なモノを

引っ張り出して娘に着せるようになる。自分なりに片

づけてみるも上手くいかず諦める。 

（2007 年）同年 2 月、実父が死亡。仕事の他、地元の

活動に多数従事していたため、父が関与していた

業務の資料引き取りのため、関係者が次々と自宅

に来訪し、一緒に探すという日々を約１か月半過ご

す。父の役割ややってきたことなど、あまりにも知ら

ないことが多すぎて家族観コミュニケーションの必

要性を痛感する。 

（2010 年）心療内科を受診する。体調も回復し始める

と同時に気力も復活し断捨離に取り組む。が、うまく

進まず「断捨離もできない」と落ち込む。 

（2011 年）同年１月、新聞にてアメリカのプロフェッショ

ナルオーガナイザー協会会長の片づけに関する記

事を読み衝撃を受ける。同様の考え方を勧める団

体、一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会

が日本に設立されたことを知り、２月に開催する認

定講座の受講を申し込む。 

 同年８月、資格認定を受ける。モニター価格で片づ

け作業を開始する。 

（2012年）有料片づけ作業サポートを開始する。口コミ

により東京２３区ないにて依頼を受ける。 

 同年４月より認定講座を開催する。狭山市男女共同

参画委員就任。 

（2013 年）狭山市社会福祉協議会からの依頼で販売

店舗リニューアルに伴う片づけ作業サポート。その

事業をきっかけにタウン誌「ショッパー」にて方づけ

コラムを連載する。 

 また慢性的に片づけられない人（発達障害と呼ばれ

る特性を持つ人）に対するサポートを学ぶアメリカの

プログラムに参加し、ＣＤスペシャリスト資格を取得。

平成２５年度創業補助金に採択。狭山市社会教育

委員、狭山市社会福祉協議委員就任。 

（2014年）個人宅ほか埼玉県庁、学校法人、保育所な

ど公的施設から作業依頼を受けるようになる。狭山

市環境推進委員就任。 

（2015 年）同年８月、㈱アダムジャパンのショールーム

片づけ事例にて「片づけ対象 2015」法人部門ファイ

ナリストに選出される。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0787
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0747-8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%90%E3%82%B9A380


（2016 年）同年２月、Web サイト「定年生活.com」にて

片づけコラム連載開始。 

 同年４月～狭山市近郊の幼稚園、小学校７か所から

セミナー依頼を受ける。 

 同年９月、㈱Original Comfort（ｵﾘｼﾞﾅﾙｺﾝﾌｫｰﾄ）設立。  

 医療法人とともに、特別養護老人ホームやサービス 

 付高齢者向け住宅への入居に伴うﾀﾞｳﾝｻｲｽﾞｻﾎﾟｰﾄ 

 を始める。その事業で提唱した「持ち物トリアージ」 

のアイデアが埼玉県知事承認制度「経営革新計画」 

に採択。狭山市行政改革推進委員就任。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴方の軸が整っていないと「やるべきこと」に振り回さ

れてしまいます。 

空間が整えば暮らしそのものが整います。 

暮らしが整えば貴方の軸が整います。 

貴方の軸が整うと不機嫌な毎日からは解放されます。 

貴方は暮らしそのものを楽しみ、ひいては自身の人生

を生きている感覚を味わうことができます。 

少し時間はかかるかもしれませんがサポートさせてい

ただきます。 

このタイミングで貴方の軸を整えてみてはいかがでしょ

う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤君 新緑が目に付く様になって来ましたね。花粉

症ももう少しです。さて、Ｐ会長の時間、古谷

Ｐ会長 本日は宜しくお願い致します。また、

本日の外来卓話㈱Originl Comfort 代表取

締役 後藤邦江様、ようこそお越し下さいまし

た。卓話楽しみにしておりました。宜しくお願

い致します。 

益子君 本日の会長の時間、古谷Ｐ会長、外来卓話

㈱Originl Comfort 後藤様、お話し楽しみに

していました。宜しくお願いします。 

江原君 ㈱Originl Comfort 代表取締役 後藤邦江様

お忙しい中ようこそお出で下さいました。本

日の卓話を宜しくお願い致します。そしてＰ

会長の時間でお話しくださいました古谷Ｐ会

長、本日はどのようなお話しをして下さるの

か楽しみに伺っておりました。有難うござい

ました。 

古谷君 有難うございました。 

稲見君 ㈱Originl Comfort 後藤邦江様、今日のお話

楽しみです！ 

小島君 外来卓話 ㈱Originl Comfort 代表取締役 

後藤邦江様ようこそお出で頂きました。Ｐ会

長の時間 古谷Ｐ会長楽しみにしておりまし

た。 

田端君 後藤邦江様、本日の卓話楽しみにしておりま

す。素晴らしいセンスの持ち主であり、今後

もどうぞご指導下さい。感謝。 

 

 

 

 

 

 

◆次の例会 

５月１６日(火) 12：30～13：30 

    第二副ＳＡＡ ： 吉松会員 東会員 

    外 来 卓 話 ：  米山記念奨学生 

ホロワさん 


