
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木 啓央 会長 

 

あのパナソニックの創業

者として有名な松下幸之

助さんは、生前、各地の

自社工場の視察に訪れて

います。彼が訪れたある

工場の中に、ただひたす

ら小さいソケットのつい

た豆電球を磨く作業をし

ている工員の方たちがい

ました。松下幸之助さんはしばらく彼らの作業を眺めて

いたかと思うと、いきなり感に堪えない声で「ええ、仕

事やなあ」と言ったのです。すると、みんなびっくりし

て手が止まるわけです。「電球を磨く仕事が、何がいい

仕事なの？」と、なかには疑問に思った人がいると思い

ます。すると、幸之助さんは彼らにこう言い出したので

す。「ええ仕事や。あんたらが磨いている電球は、どこ

で光るか知っとるか？」 

たぶん、電球磨きの工員さんたちのほとんどがそんなこ

とを考えたことはないと思います。 

今、自分が磨いているこの電球が、どこでどういうふう

に光っているかなんて考えて磨いていないわけです。戸

惑う彼らに幸之助さんはこう続けたのです。「山間の村

の中には、まだ電気が行きわたっていないところがいっ

ぱいある。そういうところにも子供たちがいっぱいおる。

そこに住む子どもたちは夜になって暗くなったら、外で

遊ぶことも本を読むこともできなくなる。あとは寝るだ

けや。本いうのは人間の心を豊かにするわな。その本を

読んで彼らが未来を夢見て、心を躍らせ『ああ、僕も大

きくなったら、こうなろう、ああなろう』と、そう考え

させてくれる読書も、日暮れとともにページを閉じなけ

ればならない時がやってくる。もう少し続きを読みたい。

でも暗くて読めない。そんな時、あんたらが磨いた電球

が『ポッ』とともりよる。その電球の下には、彼らがこ

れから読みたいと思っていた活字が、はっきりと見える。

子どもたちはその本を開いて、また心を夢の世界に躍ら

せ続けることができる。あんたらのしていることは子ど 

 

 

 

もたちの夢と未来をはぐくむええ仕事や。ほんまにええ

仕事やなあ」幸之助さんにそう言われて、彼らはポロポ

ロと涙をこぼし始めたのです。 

世の中に何の意味もない仕事はないのです。工員さんた

ちも自分たちの仕事の意義を知りうれしかったのでし

ょう。 

先日フェイスブックで【どんな仕事にも必ず意味があ

る】という記事を見つけたのでご紹介させていただきま

した。 
 

 

塩川 彰 幹事 

 
・11 月 30 日土曜日掛川グランドホテルで IM に焼津ロータリ 

ークラブ会員 19 名で参加してきました。 

・今月の第 3 例会は、12 月 22日(日)のクリスマス家族例会と 

なります 

・来週の例会前に理事会を開催します。役員、理事の方は出席 

宜しくお願いします。 

・1 月 9 日は焼津南ロータリークラブと合同賀詞交歓会です。 

午後 6 時からの開催になります。宜しくお願いします。 

・受付に首里城火災の義援金を募る募金箱を置きました。 

今月一杯まで設置しますのでご協力をお願いします。 
 

 
 

 

 

親睦活動委員会 柴田 英典 委員長 

キャビネットに12月22日クリスマス家族例会の案内をさせて

いただきました。本日は申込み期限となっております。ぜひご

家族でご参加をお待ちしております。 

職業奉仕委員会 中島 忍 君 

4日に杉本昭君が焼津市立黒石小学校 6年生を対象に講演して

きました。ありがとうございました。その時の様子の回覧致し

ます。 

 

 

 

第 2875 回例会(第 20 回) 例会及び年次総会 12 月 5 日(木)12:30～ 

司会  塩川 彰 幹事 

ソングリーダー 親睦活動委員会 坂本 繁 委員長 ♪奉仕の理想 ♪リンゴの唄 

四つのテスト 職業奉仕委員会 中島 忍 君 

ゲスト  一般社団法人 Find 見崎 聡（みさき さとし） 様 



 

 

 

 

 

 

 

 

佐久間  博之  君   

本人誕生祝 
渡仲 康之助 君(S37.12.8) 

夫人誕生祝 
村松 孝保 君(香代子様)(12.5) 

永田 貴三 君(明日香様)(12.5) 

深沢 英雄 君(街子様)(12.9) 

久保田 倫生 君(直子様)(12.9) 

創立記念日 
中島 忍 君(有)ティーアールシー(H13.12.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂本 繁 君 

 

鈴木 啓央君 

社務所の建設工事もようやく鉄骨が組まれ始めました。

今月中には組み終わる予定なので、お正月には新しい社

務所の大きさと形がよく分かるようになります。 

ですので、是非初詣にはお賽銭用の“おさつ”を持って

焼津神社にお越しください。 

 

年次総会      議長 鈴木 啓央 会長 

 
焼津ロータリークラブ細則第 3 条第 1 節により、鈴木啓央会

長が議長に任命され同クラブ細則第 4 条第 1 節により、年次総

会を開会しました。 

１．定足数の確認 

塩川彰幹事より会員総数 56 名 本日の出席者 41 名で 

 あり、焼津ロータリークラブ細則第 4 条第 3 節で定められた 

会員総数の 3 分の 1 を満たしておりますので、本総会が有効 

に成立しますことをご報告しました。 

２．第 1 号議案 

村田昌弘副幹事より 2020-21 年度の役員及び理事選任に 

ついて役員理事候補者の氏名を読上げ、議長が会場に可否を 

諮ったところ満場一致にて可決されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★次年度の役員理事は以下の通りです。 

会長          杉本 昭  君 

会長エレクト      大石 博之 君 

会計          倉嶋 伸康 君 

直前会長        鈴木 啓央 君 

職業奉仕委員長     近藤 吉典 君 

社会奉仕委員長     村松 直行 君 

国際奉仕委員長     金丸 好孝 君 

青少年奉仕委員長    清水 誠一 君 

ロータリー財団委員長  奥川 将之 君 

公共イメージ向上委員長 福﨑 正展 君 

幹事          村田 昌弘 君 

副幹事         芳村 正樹 君 

クラブ研修リーダー   浅原 博  君 

３．会長エレクト挨拶 杉本 昭 君 

次年度の役員理事の承認ありがとうございました。 

この役員・理事で運営をしてまいりますので、皆様のご指導、 

ご支援宜しくお願いします。次年度は創立 60 年記念事業を 

予定しており、実行委員会に若手のメンバーで頑張っていた 

だこうと思っております。どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

 

村田 昌弘 副幹事 

 

・本日例会終了後に予備理事会を開催いたします。次年度役

員・理事は出席をお願いします。 

 

 

 

 

 

卓話者  一般社団法人 Find 

 見崎  聡（みさき  さとし） 様  

演題「しいの木のまなび」  

 

10 月に補助金事業で寄贈品の贈呈させていただきま

した「しいの木」の事業について説明頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

11月21日 

M-UP 

確定 

出席率 

12月 5日 
56 

(55) 
41名 73.21% 4名 78.57% 

 

 

 

 

久保田 好一 君（藤枝 MYFC ホームゲーム観戦） 

倉嶋 伸康 君（ＩＭ） 

村松 英和 君（藤枝 MYFC ホームゲーム観戦） 

豊島 恒之 君（藤枝 MYFC ホームゲーム観戦） 


