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■ 会 長 報 告         大塚 高弘君 

★メールを用い

た偽装詐欺にご

注意ください 

ロータリーでは最

近、偽のロータリ

ーの電子メールア

ドレスを利用して、

会員や一般の方々からお金や個人情報を得ようと

する偽装詐欺メールが送信されたことを検知

しました。これらはロータリーからの正式な

通知ではないため直ちに破棄してください。

今後も引き続き、警戒と注意をお願いいたします。 

金銭や個人情報の提供を要請する、または金銭が

もらえることを伝える疑わしいメールは無視して

ください。 

そのようなメールにある添付やリンクは開かない

でください。 

Eメールアドレスや送信者の詳細をよくご確認

ください。ロータリーからのメールでは 

@rotary.org が使用されています。 

偽装詐欺が疑われる「ロータリー」の名が入った

メールを受信された場合は、

fraudreport@rotary.org にご報告ください。

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

★ホルガー・クナーク氏がＲＩ会長 

2020‐21年度国際ロータリー会長に、ホルガー・

クナーク氏（ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラ

ウエンブルグ・メリン・ロータリークラブ）が

選出されました。 

 

★シェカール・メータ氏が会長ノミニーとして

宣言される 

マーク・マローニーRI 会長は、10 月 2 日、 

シェカール・メータ氏を 2021-22 年度国際 

ロータリー会長となるノミニーとして正式に

宣言しました。 

RI会長指名委員会は、去る 8月、カルカッタ-

マハナガル・ロータリークラブ（インド、西

ベンガル州）に所属するメータ氏を選出しました。

同氏は、ホノルル（ハワイ）で開催される 2020年

RI国際大会で正式に選ばれ、2021年 7月 1日に

会長に就任します。 

 

◎ポール・ハリスの「ロータリーとは何か」と

いう自問自答 

ロータリーとは何か、何千人のロータリアンに

聞けば、何千通りの答えが返ってくるだろう

（ロータリーの考え方は人によって違う）しかし

もしロータリーが、より寛容で、より他の人の

良さを認め、より他の人と親しく交わり、助け

合うようにしてくれるなら、そして、人生の

美しさと喜びを発揮し伝えるようにしてくれる

なら、それが我々が求めるロータリーのすべてで

ある。それ以上ロータリーに何を求めることが

あろうか。 

■ 理 事 会 報 告        江﨑 晴城君 

・2月プログラムが承認されました。 

・12/18 クリスマス家族夜間例会について、

今年はプレゼント交換が無いことを、ＦＡＸ

にて案内します。 

・1/10新年賀詞合同夜間例会について、12/6（金）

南クラブ理事会後に案内をＦＡＸします。

席次について、南クラブより指示の上決定

するようです。 

・2/5 会員卓話について、新会員の辻君へ依頼

する事で承認されました。 

・2/12外部卓話について、米山奨学生卓話として

アギスタさんへ依頼する事で承認されました。 

・2/19 職場訪問例会について、事業計画書が

承認されました。 
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・2/26 地区委員卓話について、村松英昭君へ

依頼して人選をお願いする事で承認され

ました。 

・下期会費について、予算書通り・例年通りの

会費請求で承認されました。 

・ＲＩ2620 地区 2020-2023 年度審議会代議員

候補者推薦の件について、提出の際には、

現会長推薦で提出として承認されました。 

・次年度冠講座について、2020-2021 年度も

受託する事で承認されました。 

・首里城火災に対する支援について、募金箱を

受付に置き個人での募金を案内する事となり

ました。 

・ 藤枝市長杯ジュニアサッカー協賛金について、

例年通りの 2万円の協賛となりました。 

・ 藤枝順心高校サッカー部支援協賛金について、

1口 5000円の協賛となりました。 

・藤枝明誠高校バスケットボール部支援協賛金

について、1 口 5000 円の協賛となりました。 

■ 幹 事 報 告          江﨑 晴城君 

・一般社団法人ロータリーの友事務所様より 

2018-2019 年度一般社団法人ロータリーの友

事務所事業報告が届きました。 

・藤枝市国際友好協会様より 

情報誌「ＦＩＦＳ ＮＥＷＳ Ｖｏ.151」が

届きました。 

■ 出 席 報 告          松葉 義之君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

32／43 74.41％ 32／43 74.41％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○内田君 ○北島君 ○菅原君 ○鈴木邦君 

○土屋君 ○松葉隆君 ○山田君 大杉君  

落合君 鈴木舜君 仲田晃君  

(２)メークアップ者  

北島 毅君（12/10冠講座）松葉 隆夫君（静岡北） 

島村 武慶君（静岡日本平 11/30分） 

■ ゲ ス ト                        

櫻井 陽一様 

（元会員  

櫻井 龍太君 

ご長男） 

■ 新 会 員 卓 話                         

 

 

太田 暢裕君 

 

 

 

 

1)なぜファイルメーカー＆ipadか 

2)利用状況 

3)今後の展開 

 

1) 企業の目的は現在から将来に向かって利益を

出し続けることです。そのためには人、モノ、

資金の滞留をなくして 早く売上を上げ資金を

回収しなければなりません。 

 そこで弊社ではファイルメーカー＆ipad

システムを利用してすばやくビジネスが回る

仕組みを構築しました。 

  ファイルメーカーはデータベースソフトという

ものでデータを管理検索するにはとても便利な

ものです。 

 テキストデータだけでなく、画像、動画、PDF等

PCで扱えるものはほとんど扱うことができます。 

 とても使いやすいので初心者の方でもどんどん

使えます。エクセルに戻れないくらいです。 

 また、iphoneを作ったアップル社の子会社の

製品のため、iphone,ipad でもレイアウト変更は

必要ですが 動かすことができるため、現場でも

大活躍です。 

 

2) そのため紙やエクセルベースの運用ではなく、

ファイルメーカーというデータベースを中心と

した仕組みにしました。 

 一人一台 ipadを持ち、伝票に印字されている

QR コードを読んでだれがいつ工程を着手完了

したのかをデータベースに記録します。 

 図面はもちろん写真や動画、PDF、加工用プロ

グラムもすべてかんたんに ipad に登録する

ようにしているので 工程忘れも激減し、これだ

けでも加工サイクルが早く回るようになりました。 

 また、加工の情報すべてを全従業員で共有

できるため、不良率も激減しました。 

 出荷も部品タグについている QR コードを

読まれると出荷リストに載るようにしたため、

出荷忘れそのものがほぼ無くなりました。 
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 このようにデータは非常に大事な企業の資産で

あるため、検索が容易にできるよう、データ

ベースに保存することをお勧めします。 

 工程に滞留することなくスムーズに人モノ金が

トコロテンのように押し出す形を理想とし次の

ようなスローガンで動かしています。 

 『流れをとめるな！』 

 流れをとめるということは半製品が仕掛在庫

としてキャッシュが眠っている状態ですので、

売り上げにつながらずかつ貴重な場所をとり、

しかも管理が必要なため人手をとられます。

在庫としてみかけの利益は形状できますが、

入金につながらなず税金だけとられてしまいます。 

 

3）現在は工程間の在庫までは見ていないため、

受注の山積み量については人が把握して人手で

残業対応等のスケジュール調整を行っております

が、将来的には工程ごとの山積み量もデータベース

で管理し、スケジュール調整をスケジューラと

いうソフトウェアを使用してコンピュータで

最適な順番で加工できるようにしていきたいと

思います。 

 コンピュータを使用した業務改善でお困りの

ことがございましたらお声掛けください。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

八木 晋介君 

 

 

 

今年、藤枝ロ－タリ－クラブ入会させていた

だきました株式会社アルトスの八木伸介と申し

ます。前回の卓話ではうまくまとめられずに良く

わからなかったと思います。申し訳ありません

でした。 

 株式会社アルトスの歴史は長いものではなく、

創業は八木商店から始まり現在に至るまで株式

会社ヤギショ－と続いています。仕入、製造、

販売を株式会社ヤギショ－として商売していた

中で、昭和 62 年に会社を二つに分け仕入から

製造までを株式会社アルトス、販売を株式会社

ヤギショ－としました。生産量も増え規模も

株式会社アルトスの方が大きくなったこともあり

株式会社アルトスとして入会しましたが、御客様

との対応は株式会社ヤギショ－として対応して

います。そこで両方の会社を含めた歴史を書か

せて頂きます。 

 

明治 28年 藤枝市茶町において八木商店を創業

製菓原料や穀粉の製造を始める。 

昭和 5年 玄米茶の素（玄米茶の中の焙煎した

お米）の製造を始める。 

昭和 14年～昭和 20年  

太平洋戦争があり玄米茶の素の製造は

出来なくなり旧食糧庁（農林水産省の

一部組織）より輸入小麦の委託加工を

行う。 

昭和 26 年 玄米茶の素、麦茶の製造を再開し

全国茶問屋を主力取引先として全国に

普及する。 

昭和 41年 現在の藤枝市高岡へ工場を移転。 

昭和 42年 会社名を株式会社八木章に変更。 

昭和 53年 会社名を株式会社ヤギショ－に変更 

昭和 62年 株式会社ヤギショ－を株式会社アル

トスに社名変更し、株式会社ヤギショ－

を新規に設立。 

昭和 63年 焼津市に株式会社アルトス第一工場

新設 

平成 3年 株式会社ヤギショ－本社事務所新築 

平成 7年 焼津市に株式会社アルトス第二工場

新設 

平成 24年 株式会社アルトス第二工場に玄米茶の

素、麦茶以外の新製品（アルファ－化

米）を製造するために、新しく製造

ラインを増設。 

 

簡単ではありますが以上のような歴史になり

ます。 

そして、クラブに入会させていただき感じた

ことは奉仕の心、四つのテスト（心構え）これに

ついては、とても人として大切な事ではあると

思います。現代のゆとりのないストレスのたまる

社会においてなかなか受け入れられるのかは

分かりませんが、自分達が出来るだけ行動で

示し少しでも世の中の人に伝わっていけば、

今起きている考えられないような事件は無く

なっていくのではないかと思います。 

 これからも出来るだけ頑張っていきたいと

思いますので宜しくお願いします。 
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■ ロータリーの友紹介     森下 敏顯君 

『ロータリーの友 １２月号紹介』 

 

それでは 12 月号

のロータリーの友

の紹介をさせてい

ただきます、 

夜の電車のイラス

トの表紙横書きの

7ページより「がんを予防するために」としての 

わかりやすい説明記事が載っています。 

そして 16 ページには昨年ノーベル平和賞を

受賞したコンゴ人の婦人科医デ二・ムクウェゲ氏

の記事及びインタビュー記事が掲載されています。 

読み手に配慮しての記事ですがそれでもその場を

想像すると平和な生活しか知らずに生きている

自分には恐怖感が迫ってきて結局本当にむごい事

には目をそらしてないものとして過ごしている

ことを実感しました。こういう事が現実今も

繰り返し行われていることを知っておくべきだと

思いました。 

26 ぺージには東京のロータリアンによる呼び

かけでフィリピンのバギオ基金の記事が載って

います。戦争にて日本に協力したという理由で

迫害を受けた日系フィリピン人の子供たちへの

教育支援の記事が載っています。 

28 ページにはロータリー日本財団の 30 年度

事業報告が掲載されています。 

縦書きの 9ページには名物ロータリアンとして

博多イブニングロータリークラブの小山田浩定氏、

福岡市に本拠を持つ総合メディカル㈱の相談役の

方でグループ年商1,440億円の企業を創業された

方です。7年前に地区のガバナーをやられた後に

現在のクラブ創立させたという方です。 

13 ページの友愛の広場の投稿覧には多分

ガバナー経験者の皆さんから 2019 年度の規定

審議会の内容についてのご意見が多数よせられて

いました。当クラブでもいろいろなご意見がある

ようです。 

33ページには来年6月6日よりの国際ロータリー

年次大会ホノルル大会の旅行案内が載っています。 

今月号も色々読み所が多くあります。 

それではご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 冠 講 座                     

＜開講日＞ 

     令和元年 12月 10日㈫ 

＜講義内容＞ 

     「私と仕事と地域貢献」 

＜担当者＞ 

（資）北島新聞堂 

       代表社員 北島 毅君 
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《12 月～1 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／中田君） 

月 火 水 木 金 

9 10 11 12 13 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

14：00～ 

17：00 

閉局 

 

16 17 18 19 20 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

17：00 

閉局 

 

閉局 

 

23 24 25 26 27 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

30 31 1/1 2 3 

閉局 閉局 閉局 閉局 閉局 

6 7 8 9 10 

閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 10：00～ 

16：00 

13 14 15 16 17 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

20 21 22 23 24 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

27 28 29 30 31 

14：00～ 

17：00 

閉局 閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 


