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前回の例会 

2018年 1月 19日(金)第 1781回 

卓 話「障がい者従業員たちが自ら企画を立て、 

どのようにして会社全体を巻き込む形に 

まで発展させたか？」 

卓話者 2002-03年度元財団奨学生 野口 万里子様 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

    「バースデーソング」 

お客様の紹介・出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い（１月度） 

 木畑 清会員( 2日) 塩見 守会員(11日) 

 奥野圭作会員(17日) 綿谷伸一会員(17日) 

 宇瀬さゆみ様(13日) 中田のり江様(17日) 

 田口美保子様(19日) 

〇結婚記念祝い（１月度） 

 國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日) 

 小西幹夫会員(23日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

2018年 1月 26日第 1781号 

2018年 1月 26日(金)第 1782回 

卓 話 「堺時代のオダサク～織田作之助～」 

卓話者 井渓 明様 

紹介者 堀畑 好秀 会員 

今週の歌「日も風も星も」「冬景色」 

お客様の紹介・出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰（１月度） 

 藤永 誉会員(第６回) 

〇各種表彰 

 山中喜八郎会員(ポールハリスフェロー３) 

 奥野圭作会員（ポールハリスフェロー２） 

 北側一雄会員（ポールハリスフェロー２） 

 濱口正義会員（米山メジャードナー第６４回） 

 嶽盛和三会員（米山メジャードナー第１５回） 

 

 

 2017-18 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリー：変化をもたらす」 

国際ロータリー会長 イアン・ライズリー（オーストラリア・SandringhamRC） 

本日の例会 

 

時間 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 岡本 浩 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/okamoto/  

        E-mail ： okamoto2640@athena.ocn.ne.jp 
会長：辰 正博  幹事：池永隆昭  広報委員長：中川 澄  編集者：米澤邦明 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次週の例会 

 

時間 

 

2018年 2月 2日(金)第 1783回 

卓 話 「会員増強のための 

拡大例会について」 

卓話者 会員増強委員長 嶽盛和三 

   

  

  

 

＜1月 11日(木)の出席報告＞ 

会 員 数            28名 

出席会員            13名 

欠席会員              15名 

  ゲスト            0名 

  ビジター           0名 

10月 27日(金)の出席率  100.00％ 
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「障がい者従業員たちが自ら企画を立て、 

どのようにして会社全体を巻き込む形にまで発展させたか？」 

シオノギ製薬（株）経営戦略本部経営企画部 

元財団奨学生 野口 万里子様 

 

皆様、こんにちは。2002-2003年にRC奨学生としてドイツ・フランクフルトへ語学

留学をさせていただきました野口です。2003年にシオノギに入社し、現在どのような

活動をしているのかを皆様へご紹介する機会をいただき、ありがとうございます。 

シオノギは大阪の薬の町である道修町で創業し、今年で140年目を迎える製薬企業で

す。 

現在、従業員は約5500人の会社ですが、その中に約20名の聴覚障がい者従業員がい

ます。聞こえないことは、予想以上にコミュニケーションのバリアがあります。聞こえ

ないために、電話会議どころか通常のミーティングでもディスカッションの輪に加わる

ことはままなりません。そこで、どのようにしてコミュニケーションのバリアを取り除

けばいいのか有志会を立ち上げました。 

その後、2015年10月に全社プロジェクトへ移行しました。社内環境におけるハード

面・ソフト面での改善活動を進めると同時に、お薬に分かりやすい情報を付加して、よ

り多くの患者さんに届けることを目的とした活動へ発展しました。 

現在は「気づきをカタチに マイナスをプラスに」を合言葉にして、医療従事者へ障が

いの特性を説明するセミナーを行ったり、視覚障がいのある患者さんが間違えずに服薬

できるパッケージを考えたりと、活動のフィールドがどんどん広がっています。具体的

には啓発パンフレット・ポスター・ビデオを制作しています。 

今日は聴覚障がい者が病院で遭遇するバリアを再現したドラマ仕立てビデオを一部ご覧

いただきたいと思います。 

医療機関でのセミナーは私やプロジェクトメンバーがプレゼンしており、人数に限りが

ありますので、全てのセミナーに対応できるとは限りませんが、医師会・薬剤師会・病

院などご興味ある方はお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。 

詳しくは「シオノギ CBF」でサイト検索いただければ、ホームページをご覧いただけ

ます。 

 

 

 

会長 辰 正博 

 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては健やかに新年をお迎えのこととこころからお慶び申し上げ

ます 

昨年の夏のビアパーティーから始まり、今年の新春合同例会まで各委員長、委員の皆様

のおかげで無事に行う事ができました。 

これからの下半期もメンバーの皆様のご協力のもとで楽しく有意義のある例会を行いた

いと思います。幹事の池永さん、ＳＡＡの中川さん宜しくお願いします。 

会長の時間 

卓   話 
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又、本年も会員の皆様にとって実りある素晴らしい年となりますように祈念いたしま

す。 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「1月度ダメ・ゼッタイ募金報告」 

社会奉仕委員長  塩見 守 

 

2018年度一回目のダメ・ゼッタイ募金を1月19日の例会で行いました。 

今回は愛媛県産「はれひめ」という、みかんとオレンジから生まれた柑橘で、果肉がや

わらかくジューシーなみかんを用意いたしました。 

募金金額は５，４７４円でした。皆様のご協力に感謝致します。 

 

 

広報委員会 

「お便り」 

広報委員 池田茂雄 

 

ネパールからの、元 米山奨学生 マナババ様よりお年賀が届きましたので、ご披露させ

て頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強委員会 

会員増強委員会 会議のご案内 

会員増強委員長 嶽盛和三 

 

新春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になってお

ります。 

さて、３月３０日に開催いたします「拡大例会」について会議を開きます。ご多忙中と

存じますが、ご出席下さいますようお願い申し上げます。 

記 

委員会報告 

堺北ロータリー皆さま＆ファミリー様へ 

 新年あけましておめでとうございます。 

昨年は貴クラブに寄せていただくなど、大変お世話になりまして、誠にありがとう

ございました。 

 今年も皆さまにとりまして、ご健康で素晴しい年でありますよう、お祈り致しま

す。 

 おかげ様で、私の息子「アディテア」が大阪工業大学の入試に合格し、入学する

こととなりました。 

 これからも色々とお世話になります。どうぞ、よろしくお願い致します。 

2018年 1月 3日 

マナより（マナババ シュレスタ プラダン） 
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日時：平成３０年２月５日（月）１８時～ 

場所：すし亭 幹 

※出席の方は、メイクアップさせて頂きます。 

以上 

 

その他 

堺南RC 堺東南RC 堺清陵RC 堺北 RC 

４クラブ合同例会のご案内 

幹事 池永隆昭 

 

新春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になってお

ります。 

さて、この度当クラブがホストをさせて頂きます「４クラブ合同例会」を下記の通り開

催いたします。 

ご多忙中と存じますが、ご出席下さいますようお願い申し上げます。 

記 

日時：平成３０年３月１日(木) 

１８：００～２０：３０ 

場所：南海グリル東店３階 

会費：５，０００円 

締切：２月１６日(金)まで                         以上 

              

 

 

辰 正博会員 本年もよろしくお願いします。 

池田茂雄会員 「ロータリーの友」１月号に、私の記事を掲載していただきました。 

有難うございます。 

國井 豊会員 結婚祝いを頂き、有難うございます。又、今年もよろしくお願いします。 

那須宗弘会員 新春をユトホギまして 

山中喜八郎会員 新春明けましておめでとうございます。年末には財団ご寄附有難 

うございました。 

北側一雄会員 2018年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し 

げます。 

城岡陽志会員 愛媛の道の駅の運営にエントリーしました。当選すれば皆さんを温泉 

一泊旅行に招待します。初夢で終わらぬように！ 

綿谷伸一会員 会員の皆様、本年もよろしくお願いいたします。 

中田 学会員 家内の誕生祝い有難うございます。 

澤井久和会員 今年もよろしくお願い致します。 

嶽盛和三会員 今年もよろしくお願い致します。 

塩見 守会員 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 

藤永 誉会員 皆様今年もよろしくお願いします。 

                          合計  ５４，０００円 

Ｓ Ａ Ａ 
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第７回定例理事会 

理事会構成メンバー 

辰、澤井、木畑、池永、中川、笹山、坂田、藤永、塩見、平野、中田、小西、（池田） 

計１２名中８名出席により理事会成立 

 

議 案   

１．堺９RC連絡会  －確認 

２．上半期会計の件  －承認 

３．会員の件        

徳田会員、山ノ内会員、南埜会員 退会の承認 

４．例会変更の件 

４クラブ合同例会 3/2→3/1 

夜間・ちゃんこ例会3/9 

夜間・拡大例会3/30  

夜間・最終例会6/23→6/15夜間 

変更後の卓話予定表を坂田会員より事務局へ 

５．定款細則の件 －変更することを確認 

６．その他  

事務局員本村が退職し、坂上に交代を承認 

 

１２月堺９ＲＣ連絡会 議事録 

日時：平成２９年１２月８日（金）１７：３０～ 

場所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺 

＜提案事項＞ 

１．堺９RC連絡会開催経費について 

（上松瀬ガバナー補佐） 

  現在、毎月の連絡会経費は、各ホストクラブにて負担を致しているが、会員数の多

いクラブと、少ないクラブでは負担の差が大きいので今後の運営方法について、ご

検討頂いたらとの提案があり、会長エレクトが参加をする３月の連絡会にて相談を

することとなった。     

＜報告事項＞ 

１．堺北 RCより、「第６回子ども囲碁フェスタ堺」のご報告とお礼 

次回連絡会  

開催日時：１月２２日（月）１４時３０分 

場 所：ホテルアゴーラリージェンシー堺３階「橘の間」 

ホスト：堺南ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 
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今週の歌 「冬景色」 

さ霧消ゆる 湊江（みなとえ）の 

舟に白し 朝の霜 

ただ水鳥の 声はして 

いまだ覚めず 岸の家 

新年ご挨拶 北側会員 
１月会員・奥様誕生祝い 

代表 田口会員 

１月結婚記念祝い 
代表 國井会員 


