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卓 長
挨 話

例

第2641回例会

会

国際ロータリー第2790地区

ガバナー補佐
公式訪問

長

挨

第12分区

ガバナー補佐

得居

仁 様

本日は８月18日のガバナー公式訪問に備えた資
料作りの訪問と位置付けております。
松戸東ＲＣは７月23日に公式訪問を行っており
ます。
織田吉郎ガバナーは人柄もすばらしく、ロータ
リーに対する理解、ロータリー論は、大変すばら
しいものをお持ちです。
織田ガバナーは25分ではとても語り尽くせない
とおっしゃいますし、訪問後のクラブ協議会にも、
是非委員長のみならず皆様多数出席していただき
たいと思います。
これまで思っていたロータリーの疑問等も解決
する筈ですし、まさに目から鱗が落ちると思いま
す。
ガバナー公式訪問には、是非多数の御出席をお
願い致します。

会

拶
伊原清良 会長

得居ガバナー補佐、ご苦労
様です。本日は、ガバナー補
佐公式訪問としてのクラブ協
議会があります。それと理事
会もございます。
２週間後のカバナー公式訪
問では、松戸ロータリークラ
ブのあるがままの姿をお見せする所存でありま
す。ガバナーのお話により、会員各位がロータリ
ーへの理解を深めたり、拡げたり、新発見できれ
ばと考えています。万障を繰り合わせてのご参加
をお願いいたします。
タイムスケジュール 10:30 松戸駅迎え 11:00 会
長・幹事・エレクト・副幹事の懇談会
12:30 例会・カバナー卓話 13:30 写真撮影
13:45 クラブ協議会 15:00 喫茶かほり
さて先週の続きです。職業奉仕への理解が最枢
要事項だと織田ガバナーはおっしゃっています。
構えずに、気楽に聞いてください。食品不祥事が
あり、様々でした。雪印、不二家、白い恋人、赤
福など今も存在している会社もあれば、比内地鶏、
船場吉兆など再建できず世の中から消滅した会社
もあります。ちなみにミートホープの社長はなん
とロータリアンでした。金銭至上主義による職業

報

告

2010年8月4日

倫理の低下が招いた事件の数々。倒産の恐怖まで
感じた、私は一刻も早く食品会社の経営者から逃
げ出したいとまで思いました。でも、従業員とそ
の家族を思えば、やめるという訳にはいきません。
皆さんは、貝割れ大根のことを覚えているでし
ょうか。大腸菌Ｏ−１５７に起因する学童らの集
団食中毒につき、当時の菅直人厚生大臣が、「貝
割れ大根が原因食材とは断定できないが、その可
能性も否定できない。」との中間報告しました。
テレビには、製造業者の農園主が「殺すなら、殺
せや！」と悲痛な叫び声を上げていました。とて
も他人事とは思えませんでした。その後、原因が
特定できず、厚生大臣がパフォーマンスで大盛り
の貝割れ大根を食べて見せたのはあきれました。
真実はわかりませんが、国家権力やマスコミに会
社をつぶされるという現実。
当時の食品業界は事故の対応や枝葉の方法論ば
かりに終始していました。農林水産省と厚生労働
省とでそれぞれの見解がちがう。賞味期限と消費
期限の考え方や指導要綱で2つの基準ができると
いう矛盾も生じていました。
そんな中で、方針や目標 を明確にすることが
必要だと思いました。そこで、雪和食品の自主行
動計画の基本原則を下記のごとく策定しました。
作成年月は平成20年10月です。農林水産省の指導
もあり、パン粉組合の副理事長をしていた私に業
界の雛形にしたいからと、作成の要請がありまし
た。
小売業向けのプライベートブランドのパン粉の
製造を受託するのには、工場の衛生管理などを厳
しくチエックされます。バイヤーや品質管理の方

− ２ −

が来訪されます。事前に別紙の製造ライン確認表
をわたされます。ご覧ください、質問内容の多岐
にわたっています。そのひとつずつの項目すべて
に対して当社の品質管理の担当者が記録表や写真
などで説明をしていきます。その前段階で、経営
者としてどんなお考えをお持ちですかなどと質問
されます。その時にこの基本原則をご説明しなが
ら、当社はこのようにしっかり製造していきます
から是非ともご下命くださいと、言わばトップセ
ールスをする訳であります。
雪和食品の自主行動計画の基本原則を以下に策定
する

私はロータリーに入会して以来、不思議とずっ
と上げ潮です。今、10社のうち8社が赤字という
ことをお聞きしていますが、会長になった時、赤
字じゃなければいいがなと思っていましたがお陰
様で、黒字で会長が就任できました。ロータリー
には商売繁盛の秘訣があると思います。お一人お
一人が素晴らしい経営の哲学をお持ちです。「近
くの欲」と「遠くの欲」があるが、あわてず「遠
くの欲」を持てとも教えられました。もし「経営
者の器」というものがあるとしたら、この松戸ロ
ータリークラブの会長やっていくうちに、少しで
も器を大きくしてみたいと思う今日この頃であり
ます。

基本原則 1
消費者が基点であることを明確にする
消費者を基点として、消費者に対して安全で信頼
される食品を提供することを基本方針とする。
品質は100万人のセールスマン
次工程はお客様

基本原則 2
コンプライアンス意識を確立する
取り巻く社会環境の変化に適切に対応し、法令や
社会規範を遵守し、社会倫理に沿った企業活動を
進める。
※コンプライアンス = 法令順守・順法
※CSR = 企業の社会的責任
CSR Corporate Social Responsibility
基本原則 3
適切な衛生管理・品質管理の基本を徹底する
安全で信頼される食品を消費者に提供するため
に、適切な衛生・品質管理をしていく。
品質管理室
JAS = 日本農林規格
改善は永遠にして無限なり
基本原則 4
適切な衛生管理・品質管理のための体制を整備する
適切な衛生・品質管理を行う体制を整備し、それ
が形骸化しないよう改善を行っていく
5S推進実行委員会
※5S = 整理・整頓・清掃・清潔・躾
現場力
基本原則 5
情報の収集・伝達・開示等の取組を実行する。
消費者などの信頼や満足感を確保するため、常に
誠実で透明性の高い双方向のコミュニケーション
を行う
ホームページの充実
感謝にまさる能力なし

幹

事

報

告
松田茂一 幹事

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
① 例会終了後クラブ協議会
が開催されます。その後、
理事会を開催いたします。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
特にございません
３．他クラブ会報・その他
会報が柏ＲＣ、活動計画書が松戸東ＲＣ、柏
ＲＣ、野田ＲＣより届いています。
４ 例会変更の連絡
松戸中央ＲＣ
・８月12日 の例会は定款第６条第１節により
休会
・８月19日 夜間例会に変更
点鐘 18：30
場所 元気もりもり パーティールーム
松戸市松戸新田30
松戸東ＲＣ
・８月13日 の例会は定款第６条第１節により
休会
・８月27日 の例会はチャリティオークション
例会に変更
点鐘 18：30
場所 伊勢丹11Ｆ バンケットルーム
市川東ＲＣ
・８月10日 の例会は定款第６条第１節により
休会
・８月31日 の例会は夜間例会に変更
点鐘 18：00
場所 市川商工会議所
５．その他報告
① 第44回インターアクト年次大会御礼の件
② 浦安ベイロータリークラブ認証状伝達式に
出席の御礼の件（中山会員、織田会員）

− ３ −

委 員 会 報 告

例

会

報

告

［出席報告］

インターアクト委員会

会員52名
出席42名
仮欠10名

下田由起男 委員長

義務会員43名
義務会員35名
義務会員 8名

免除会員 9名
免除会員 7名
免除会員 2名

［欠席者］
常盤 映彦君
小林
登君
中田智次郎君

会報・雑誌委員会
松本

幸夫 委員長

［Ｍ

島村
川並
加瀬

善行君
芳純君
仁君

大川
平松

吉美君
徹君

Ｕ］

織田
松本

信幸君
幸夫君

鎌ケ谷ＲＣ
松戸東ＲＣ

７月29日
７月30日

本日出席率
84.0％
先々週出席率修正 83.67％→87.76％

お

祝

［ゲスト］

い

得居

仁様

ガバナー補佐

ニコニコBOX

【入会】島村 俊充君
平成13年8月1日（9年）

【入会】森田 雅久君
平成15年8月6日（7年）

【入会】待山 克典君
平成17年8月3日（5年）

、
【入会】土
肥伸一郎君
平成21年8月5日（2年）

【誕生】鎌倉 康裕君 3日

、
【誕生】土
屋
■入会記念日

【誕生】松葉

則明君 17日

、
土
屋亮平君／８月30日が誕生日です。どしてか79
才になります。お陰様で。
杉浦 裕君／得居ガバナー補佐ようこそ。体に気
を付けてガンバッテ下さい。
鎌倉康裕君／誕生祝ありがとうございました。初
孫も生まれ喜んでいます。これからもよろしくお
願い申し上げます。
島村俊充君／入会記念ありがとうございます。こ
れからもよろしくお願いします。
森田雅久君／入会記念のお祝いを頂きありがとう
ございます。
待山克典君／今後とも諸先輩方のご指導を宜しく
お願い致します。
松葉則明君／バースデープレゼントをいただきあ
りがとうございました。63才になりましたが、今
後共、御指導方宜しくお願い申し上げます。
太田原慎一君／妻の誕生祝いありがとうございま
す。私も妻も誕生日が夏休みなのでこの時期に毎
年家族旅行に出掛けるのが楽しみです。
田原晨暁君／家内の誕生日祝い、ありがとうござ
います。
、
土
肥伸一郎君／入会して早くも一年たちました。
あっというまの一年でしたが、先輩方に親切にし
ていただきありがとうございます。これからもよ
ろしくお願いします。
山田達郎君／早退させて頂きます。

亮平君 30日

大川 吉美君
小林
登君
■会員誕生日 島村 善行君
■ご夫人誕生日 田原 加琳様

平成13年 8 月 1 日（ 9 年）
平成17年 8 月 3 日（ 5 年）
16日
1 日 太田原美香子様 21日

− ４ −

ニコニコBOX

当日￥71,000 累計￥221,000

財

当日￥ 4,020 累計￥ 21,373

団BOX

文責／浅井

