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■会長の時間         会長 武末喜久治君 

先週の土曜日は山口君の

株式会社山口鉄工建設さん

の創業 88 周年記念の祝賀会

に出席させていただきまし

た。パーティは300人近くの

関係者で埋まり山口君のお

付き合いの広さを感じまし

た。職場訪問でもお世話にな

りましたが、昭和2年に創業

され山口君で 4 代目になる

そうですが、鉄工一筋で 88 年もの長き間会社の歴史を

築きあげられた努力に感銘を受けました。たくさんの職

人さんが育ち次々とその技術を引き継がれてこられたこ

とと思います。今後100年150年と益々のご発展をお祈

りいたします。 

職人さんといえば、違う畑の感動する職人さんを月曜

のNHKで見ました。「プロフェショナル仕事の流儀」とい

う番組でしたが皆さんも見られた方がいらっしゃるでし

ょう。番組の中で 2人の人物が登場します。1人は新津

春子（にいつ はるこ）44歳。昭和 45年、中国瀋陽市

に中国残留孤児の父と、中国人の母の間に生まれ17歳 

の時日本にやってきました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国では日本人といじめを受け、石を投げられたり、

日本に来れば中国人は帰れといじめられ自分の位置がわ

からずどうすればいいのか悩みました。両親はすぐには

定職につけず家計を助ける為に高校に通いながら朝と夜

に掃除のアルバイトを始めます。中国でも日本でも掃除

の仕事は下にみられ、まるで存在のないかのようだった

そうです。23歳の時羽田空港の掃除の会社㈱エアポート

に就職し羽田空港の清掃員として働き始めます。そこで

鈴木 優さんという熱血指導の上司にめぐりあいます。 

厳しい人でどんなに一生懸命掃除しても褒められたこ

とがなく「もっと心をこめなさい」というだけです。全

国ビルクリーニング選手権というのがあってあるとき予

選に出場したそうです。自分では自信があったそうです

が2位に終わりました。上司の鈴木さんが言ったそうで

す「心に余裕がなければいい仕事はできませんよ。」と通

る人に邪魔にならないように 見えないところまでやる 

においにも注意して」鈴木さんと特訓して2ヶ月後の全

国大会で見事最年少優勝を果たし、清掃日本一の称号を

得ました。始めて鈴木さんからほめられたそうです。生

まれて始めて人にほめられたそうです。心をこめて掃除

するようになると、利用する人がご苦労さんと声をかけ

てくれるようになりました。清掃はただきれいにすれば、

いいんじゃない。やさしさで掃除する。心をこめてきれ

いにする。どこまで心をこめるか。私達が毎日丁寧に掃

除すればお客様もごみをすてにくくなる。掃除は職人の

仕事、掃除こそ私の居場所と毎日を過ごしているそうで
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第 1870 回 平成 27 年 2 月 12 日プログラム  

 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    田中 俊實 

中部分区ガバナー補佐    押川 弘巳 

RIテーマ・第 2730地区テーマ 

   『ロータリーに輝きを』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

   『クラブの活性化』 

2月の月間テーマ  

   世界理解月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告  

９．外部卓話 

10．次週例会案内 

11．点  鐘 

12.  

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  四つのテスト 

３．ビジター・ゲスト紹介  

４．会長の時間 

５．幹事報告 

６．出席報告 

 
本日の例会案内    

  ＊外部卓話―ＡＬＴ ハナ・ロバートソン様 

 ＊血圧測定 

 

 

 

 ＊ 

 

 

  

 

 

 

 

 

次週例会案内 2月 19日（1871回） 

 ＊新入会員卓話―小泉 潔君   

       

 

   第 1869 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



す。仕事ぶりはまさに職人技でさまざまな道具を駆使し

て床を磨き上げる技術は他の追随を許さないと言われて

います。羽田空港は2年連続で世界一清潔な空港に選ば

れました。その陰にはこういう人の苦労があるのですね。 

もう一人も清掃のプロですがこちらは高層ビルの窓ふ

き職人です。羽生田伸之54歳、30歳までは役者志望で、

食えないためにやっていたアルバイトがいつか本業にな

りプロとして職人としてロープ1本に命をかけてきまし

た。自分で起こしたスィングという窓ふき専門の会社を 

経営、8 時間労働で 200～300 平方メートルベテランで

300～400平方メートルのガラスを掃除するそうで、5階

建てのビルのガラスを1人でできる位といいます。この

羽生田氏の仕事の流儀は初心者のように仕事を怖がるこ

とだそうです。危険と隣り合わせの仕事だからこそ、慣

れてチェックをおこたるのではなく、初心者のように仕

事を怖がることで慎重になる。高いところが苦手だった

そうで、そういう人だからこそできる仕事なのですね。 

どんな仕事でも天職と考えいろんなアイデアを実行し

心を込めてやれば一流になれる。二人の仕事をみてそう

思い先週の笑顔の実践に続き職業奉仕の一端を感じまし

た。 

 

■幹事報告            幹事 青木善明君 

＜文書案内＞ 

＊第7回ロータリー勉強会案内 

 日時 平成27年3月24日 

    18：30～20：30 

 場所 ホテルマリックス 

＊第16回国際囲碁大会案内 

＊なでしこ委員会主催のロー 

 タリーデーイベントのお礼 

＊米沢上杉ロータリークラブ 

 2014-15年度有坂敦会長・ 

佐藤洋行会長エレクト・酒井彰ガバナーエレクトより 

御挨拶と11月の地区大会への出席案内 

＊第2期ＲＬＩ2730パートⅠ案内 

 日時 平成27年3月1日10：00～17：20 

 場所 鹿児島市ＮＣサンプラザ 登録料6,000円 

＊かのや東ロータリークラブ創立30周年記念大会案内 

 日時 平成27年4月4日（土）15：30～20：00 

 場所 かのや大黒グランドホテル 登録料8,000円 

＊児湯准看護学校卒業式案内 

 日時 平成27年3月3日（火） 14：00～ 

 場所 児湯准看護学校 

＊次期会長・幹事引継会案内 

 日時 平成27年3月4日（水）19：00～20：30 

 場所 ホテルマリックス・ラグーン 

 会費 2,000円 

＊2015-2016年度のロータリー手帳購入のお願い 

 

 

 

☆新入会員入会式       

小泉 潔 君 入会おめでとう！ 

 

☆月初めのセレモニー 

誕生日おめでとう！  野田俊一君   

      
結婚記念日おめでとう！青木君、野田君、曽我部君 

  

 

■出席報告         出席委員長 長野孝吉君 

 

出席状況（1/29） 

会  員  数 47名 

出 席 会 員 数 35名 

ホーム出席率 74.47％ 

前々回修正出席率 86.86％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



■ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 坂田師通君 

<ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

武末喜久治君 小泉さんの入会 

 を歓迎致します。皆さんと共 

に仲良くやっていきましょう。 

青木善明君 小泉潔君！入会お 

 めでとう。歓迎致します。 

 結婚記念祝ありがとうござい 

 ます。妻に感謝！！ 

黒木敏之君 山口鉄工建設88周年誠におめでとうござ 

いました。また、花守山へのご寄付を多大に賜り感謝 

申し上げます。 

木村貞夫君 小泉潔君の入会を歓迎します。土々呂中の 

後輩になります。今後ともお互い学びましょう。 

入りて学び出でて実践。 

橋口清和君 小泉潔君の入会を祝して。森幸子さん心和 

らぐ音色ありがとうございます。坂田君・中武君昨日 

はありがとうございました。 

石田喜克君 ライラ参加の黒木本店の2名様の卓話を楽 

しみにしております。小泉様の入会おめでとうござい 

ます。2/15（日）は小丸のグランドで待っています。 

野田俊一君 誕生日及び結婚記念日のお祝いを戴きあり 

がとうございました。 

 

    

白石 蓮君         久保 智弘君 

   
国際奉仕委員長 石田君  ロータリーデ―担当 木浦君 

    
歯車会案内 緒方君     

 

 

『メ－クアップしましょう』  

県内近隣クラブメ－クアップ会場 

出席委員会 

月 
宮崎南 宮崎観光ホテル西館8階 

宮崎東 ウェルシティー宮崎 

火 

日向東 はまぐり荘 

宮崎 宮崎観光ホテル 

西都 ウェディングパレス敷島 

都城北 都城ロイヤルホテル 

水 

日向中央 はまぐり荘 

宮崎北 ホテルマリックス 

都城西 ホテル中山荘 

佐土原 シェラトン・グランデ・ 

オーシャンリゾート 5階 

木 
宮崎中央 サミット・クリスタルルーム 

都城中央 ホテル中山荘 

金 

宮崎西 宮崎観光ホテル 

日向 喜重会館 

都城 メインホテルナカムラ 

 

 

 

  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 

 

 

 

 

高鍋ロータリーカップミニラグビー大会案内 

（ロータリーデ―・END POLIO NOW 同時開催） 

 

     日時 平成27年2月15日（日） 

        9：15集合 9：30開会 

 場所 小丸河畔運動広場 

 

 

     

      

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


