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■ 会 長 報 告                仲田 廣志君 
皆さん、こんにちは。先週は、お盆で例会もお

休みでしたので、大多数の皆さんとは２週間振り

にお会いさせていただきました。このお休みに、

旅行、ゴルフ等いろいろレジャーをご計画された

方も多かったと思いますが、雨の多い日が続きま

したので計画の変更を余儀なくされた方もおられ

たのではないでしょうか。８月のこの時期に、こ

れほどの大雨は、私の長い人生の中でもあまり記

憶がありません。やはり、これも地球温暖化の一

現象なのでしょうか。 
さて、先々週は、藤枝クラブの夜間納涼家族例

会が、会員、ご夫人大勢の皆さんにご出席いただ

き、盛大に賑やかに行われました。ご出席いただ

きました皆さんに感謝とお礼を申し上げます。そ

して、中森会員にもいろいろご配慮をいただきあ

りがとうございました。特にご夫人の皆様方の高

い評価をいただきましたことをお伝えさせていた

だきます。また、カラオケ大会で優勝されました

竹田さん、おめでとうございます。上野あや子審

査委員長も絶賛していらっしゃぃました。親睦委

員長の鈴木君、委員の皆さんにも厚くお礼申し上

げます。ロータリーマークの入ったビールグラス

を用意して下さるというサプライズまでしていた

だき感謝申し上げます。以来、私は自宅で缶ビー

ルをグラスに注いで一段と美味しくいただいてい

ます。 
さて、会長報告をさせていただきます。８月３

日に臨時の会長・幹事会が、焼津のグランドホテ

ルで行われました。議題は、青少年交換留学生の

受け入れの件、地区大会の件でした。留学生受け

入れについて概要をお話させていただきます。留 

学希望者が第６分区で２名出たとのことですが、

第６分区で「２名は無理」とのことで、第５分区

へ委ねられたとのことです。受け入れに手を挙げ

るクラブはありませんでしたので、結論は出ませ

んでしたが、方向性は決まりました。基本的には

１クラブでは無理でしょうから２～３クラブでサ

ポートしましょうということとなりましたが、決

定ではありません。受け入れ次期は、２０１３年

８月頃ですので、大塚年度での対応となりますが、

宜しくお願いしたいと思います。 
また、８月１１日にはグランシップでロータリ

ー財団セミナーが行われました。私と松葉ロータ

リー財団委員長の２名で出席してまいりました。

ロータリー財団が、来年度から「未来の夢計画」

の実行に移行するとのことです。今年は、計画年

度であるので各クラブで事業計画を早めに作成し

て地区へ３月末までに申請していただきたいとの

お話でした。次年度の財団委員長も早めに選出し

て、２～３年の任期で活動していただきたいとい

うようなお話でした。詳しくは、松葉委員長から

ご報告いただけると思います。８月１２日には、

第５０回藤枝市柔道祭の開会式に私と河井奉仕プ

ロジェクト委員長そして玉木新世代委員長の３人

で出席してまいりました。両委員長さん、大変暑

い中ご苦労様でした。 
さて、皆さんにお諮りさせていただきご承認を

いただきました大杉くんの入会式を、本日行う予

定でしたが、ご本人から体調がすぐれないとのご

連絡をいただきましたので、来週にさせていただ

きます。次週の例会で、改めてご紹介させていた

だくこととなろうかと思いますが、若くて立派な

方です。会員皆様で温かくお迎えして共に仲間と
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して長くお付き合いさせていただきたく思います。

夏ももうすぐ終わりです。スポーツの秋、食欲の

秋、旅行の秋がすぐやってきます。油断は禁物で

す。皆さん、ともかく健康管理には気を付けてお

過ごしいただくようお願いしまして、会長報告と

させていただきます。 

■ 幹 事 報 告              池ノ谷 敏正君 
• 第２６２０地区より 

９月のロータリーレートのお知らせが届いてお

ります。１ドル＝８０円です。 
• 第２６２０地区より 
 第１１回ロータリー日韓親善会議のお知らせが

届いております。 
• 第２６２０地区より 
 地区大会早割登録のお知らせが届いております。 
• 第２６２０地区より 
  地区会員増強・維持セミナー議事録の案内が届

いております。 
• 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

ハイライトよねやま１４９号が届いております。 
• 公益財団法人米山梅吉記念館より 

賛助会入会のお願いと秋季例祭の案内が届いて

おります。 
• 社会福祉法人ハルモニアより 
 「第２回ウェルフェァ塾」に関する資料が届い

ております。 
• 社会福祉法人藤枝社会福祉協議会より 
 「ふじえだ社協だより」が届いております。 
• 榛南ロータリークラブより 

 会報が届いております 
• ザ・ロータリアン誌８月号が届いております。 

■ 出 席 報 告            中森 義次君             
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

35／39 89.74％ 35／39 89.74％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○小西君 ○山田君 落合君 仲田晃君 

(２)メークアップ者 

杉山 静一君（藤枝南） 

■ スマイルＢＯＸ            中森 義次君      
• 遅くなりましたが、２０１１－２０１２年度会

計決算を８月第一例会で承認していただき、役

目を終わることができました。また、納涼夜間

例会カラオケ大会では賞をいただき、ありがと

うございました。         竹田 勲君 

• 第２回目卓話恐縮です。職場体験受入のお話を

させていただきます。            赤堀 信夫君 

スマイル累計金額   ７５，０００円 

■ 委 員 会 報 告                       

『がんはなぜ増えるのか』 

 

保健担当 

柳原寿男君 

 

 

 

人の体は約６０兆個の細胞からできている。毎

日数千億個の細胞が死に、新しい細胞に生まれ変

わる。此の際、遺伝子もコピーされるが、突然変

異によって不死の細胞が生まれることがある。こ

れががん細胞である。研究者によると毎日数千個

のがん細胞が生まれるといわれ、通常は免疫細胞

がこれらのがん細胞をやっつけている。「がん」と

して発見されることになる。高齢化が進むとがん

が増えるわけです。日本人は２人に１人が「がん」

にかかり、死亡者３人の１人が「がん」の時代で

す。生活習慣を改めて見直し、定期健診を受けて、

がんの早期発見につとめましょう。 

■ テーブルメイトＡ卓話                  
 
「インターンシッ

プ受入れ企業とし

て」 
赤堀 信夫君 

 

赤堀技研がインターンシップ（学生による職場

体験）受入れのきっかけは三人いる自分の子供が

中学 2 年時に体験したことです。 
さて、ＲＣメンバーの皆さんでインターンシップ
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受入れされている企業さん恐れ入ります手を挙げ

てください。１０数社いらっしゃいますね・・・

そもそも金属素材を機械を扱い部品加工する製造

業の当社では安全面を考慮しますと中学生の子供

たちを受入れることに消極的でした。しかし自分

の子供たちが職場体験した良い思い出・大変さを

知った思い出を親の立場で感じ自社の体力にあわ

せ職場体験受入れをさせていたただき子供達にと

って良き思い出となるよう心掛け 3 日から 5 日間

と短期間ですがいろいろな社内の職場を体験して

もらっています。 
当社の体験内容は少し欲張りですが折角もの作り

の企業に学生さんが来てくれてるので、 
製造する部品の流れに沿って以下の工程を各セク

ションで体験してもらっています。 
①素材の払出し（製造現場に加工する素材を個数

単位の入れ物に移し支給する） 
②中間加工品の箱詰め 
③出荷準備の手伝い 
④伝票整理・エクセルを使った指示書作成など 
また学生が問題なく作業できる内容を各セクショ

ンのリーダーに考えて実行してもらいました。そ

のため相乗効果としてリーダーや預かったスタッ

フの方々が指導を私たち大人が体験することで学

ばせてもらい受入れの有意義を感じ、また当初受

入れを拒んでいた年配の社員方は孫のような可愛

い子達との触れ合いを満喫され、来年も受入れる

ことを希望されるなど、職場の雰囲気もますます

良くなり受入れ体験させてもらったことに感謝し

ている次第です。 
現在は中学生・高校生・大学生・ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟをお

持ちの特別支援学校生など多岐に亘り職場体験を

支援しております。 
ところで、職場体験の学校側対応も様変わりし特

に多人数中学校では受入れ先との折衝に学校側の

体力が不足するため昨年から夏休みの自由課題と

して親御さんが受入れ事業所に直接依頼する方式

となり、自ずと親戚縁者などに限定され親御さん

の負担が多い様子です。 
今後は当藤枝ロータリークラブなど積極的に受入

れ可能な企業や事業主さんが教育委員会などと連

携し登録制など学校の負担を軽減する工夫も必要

ではないか・と考える今日この頃であります。 

（株）赤堀技研 職場体験学習 
2011 年 8 月 2日～4日 青島中学 2年 

ラジオ体操 

１日安全に作業を行うため、毎朝ラジオ体操を行って

います。社員の中に入って頑張っています。 

 

 
品質保証部 

製品の箱詰め作業をしました。この作業は、製品を

１００個ずつ箱詰め作業の後、検査員が最終検査を

行います。最終検査後、客先へと出荷されていく為、

素早く作業をする必要があります。 

 

 

 
 

 

初日の挨拶 

職場体験初日、社員の前で挨拶をしました。 

「３日間頑張ります。よろしくお願いします」 
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営業部 

出荷場で客先へ納入する為の製品の箱詰め作業をし

ました。製品・数量・納入先等間違えないように何

度も確認しながら作業を進めます。様々な製品があ

る為、その都度作業手順を作業責任者に教えてもら

いました。 

 

 

生産管理 

材料の払い出し作業  

材料を決められた数量分箱詰めをし、加工機械の前

まで運ぶ作業です。加工前の材料は重たくて、とて

も大変な作業です。 

 

 

管理部 

生産指示書の入力作業 

生産指示書に従って、注文内容をパソコンで入力す

る作業をしました。 

 

 
 
 
 

■ ３分間スピーチ             渡辺 篤司君 
 

 

 

 

 

 

柔道の日本人オリンピックメダリスト一覧 

1 中谷雄英 1964 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 軽量級 
2 岡野功 1964 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 中量級 
3 猪熊功 1964 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 重量級 
4 関根忍 1972 年ﾐｭﾝﾍﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 中量級 
5 野村豊和 1972 年ﾐｭﾝﾍﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 軽中量級 
6 川口孝夫 1972 年ﾐｭﾝﾍﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 軽量級 
7 二宮和弘 1976 年ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 軽重量級 
8 園田勇 1976 年ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 中量級 
9 上村春樹 1976 年ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 無差別級 
10 細川伸二 1984 年ﾛｻﾝｾﾞﾙｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 60kg 級 
11 松岡義之 1984 年ﾛｻﾝｾﾞﾙｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 65kg 級 
12 斉藤仁 1984 年ﾛｻﾝｾﾞﾙｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 95kg 超級 
13 山下泰裕 1984 年ﾛｻﾝｾﾞﾙｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 無差別級 
14 斉藤仁 1988 年ｿｳﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 95kg 超級 
15 吉田秀彦 1992 ﾊﾞﾙｾﾛﾅｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 78kg 級 
16 古賀稔彦 1992 ﾊﾞﾙｾﾛﾅｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 71kg 級 
17 恵本裕子 1996 ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 61kg 級 
18 中村兼三 1996 ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 71kg 級 
19 野村忠宏 1996 ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 60kg 級 
20 田村亮子 2000 年ｼﾄﾞﾆｰｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 48kg 級 
21 野村忠宏 2000 年ｼﾄﾞﾆｰｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 60kg 級 
22 瀧本誠 2000 年ｼﾄﾞﾆｰｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 81kg 級 
23 井上康生 2000 年ｼﾄﾞﾆｰｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 100kg 級 
24 谷亮子 2004 年ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 48kg 級 
25 野村忠宏 2004 年ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 60kg 級 
26 内柴正人 2004 年ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 66kg 級 
27 谷本歩実 2004 年ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 63kg 級 
28 上野雅恵 2004 年ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 70kg 級 
29 阿武教子 2004 年ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 78kg 級 
30 塚田真希 2004 年ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 78kg 超級 
31 鈴木桂冶 2004 年ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 100kg 超級

32 内柴正人 2008 年北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 66kg 級 
33 谷本歩実 2008 年北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 63kg 級 
34 上野雅恵 2008 年北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子 70kg 級 
35 石井慧 2008 年北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子 100kg 超級

ロンドンオリンピックメダリスト 
金 松本薫 57kg 級 
銀 平岡拓晃 60kg 級 
銀 中矢力 73kg 級 
銅 杉本美香 78kg 超級 
銅 海老沼匡 66kg 級 
銅 西山将士 90kg 級 
銅 上野順恵 63kg 級 

（担当／池谷君） 
 
 


