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第45回(通算1333回)6月 6日(木)｢君が代･奉仕の理想」

第46回(通算1334回)6月13日(木)｢我らの生業｣
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クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第２３例会記録(プログラム)
【第４５回 ６月 ６日(木)】

卓話「TOTOと社会貢献について」

TOTO株式会社 取締役専務執行役員
販売推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当 古部 清様

１ 会社紹介

ﾛｰﾀﾘｰでの卓話なので､私どもの会社の社会貢献につ
いて話をさせていただきます｡当社は1917年東洋陶器と

して設立されました｡本社は北九州市の小倉にあり､従

業員数は連結で4万2千人等々､単体では約7千人です｡国
内では衛生陶器ｳｫｼｭ ﾚｯﾄが有名ですが､その他ｼｽﾃﾑﾊ ﾞｽ､ｼ

ｽﾃﾑｷｯﾁﾝ等水回りの住設商品を販売しています｡国外で

は高級ﾌﾞﾗﾝﾄﾞとしてTOTOを売っていこうと五つ星ﾎﾃﾙや
空港など著名なところへ商品を納品しています。

当社は水と電気を融合させる技術が強みです｡ｳｫ ｼｭﾚｯ

ﾄが可能になったのもこのためです｡この製品はそれま
でﾀﾌﾞｰだった排泄に対する価値観が発売以来変わって

きました。

２ 社会貢献活動の体系
社是→TOTOｸﾞﾙ ｰﾌﾟ企業理念→TOT Oｸﾞﾙｰ ﾌﾟ行動憲章

これは｢創業者の思い｣→｢ありたい姿｣→｢基本ｽﾀﾝｽ ｣で

す｡これに沿って作られた方針がTOTOｸ ﾞﾙｰﾌﾟ社会貢献地
域共生方針です｡これらに沿ってTOTO社員が地域貢献ﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱに励んでいます。

社会貢献地域共生活動はｺﾐｭﾆﾃ ｨ活動への取り組みと
環境への取り組みの二つに分かれています｡ｺﾐｭﾆﾃｨ活動

としてはﾒｾﾅ活動､地域共生､社会福祉国際交流です。
・ﾒｾﾅ活動

乃木坂にｷﾞｬ ﾗﾘｰ｢間｣開設､TOTO出版で建築とﾃﾞｻﾞ ｲﾝ､

水と環境についての出版
・美術文化､ｽﾎ ﾟｰﾂ振興への取り組み

北九州国際音楽会 女子駅伝北九州大会の開催

・地域共生と社会福祉
TOTO夏祭り開催などで地域の皆様との交流

環境への取り組みはｸﾞﾘｰ ﾝﾎﾞﾗﾝ ﾃｨｱです｡TOT Oｸﾞﾘｰ ﾝﾁｬﾚ

ﾝｼﾞを201 0年4月から開始しました｡これは商品ｻｰﾋﾞ ｽ､も
のづくり及び社会貢献の3つからなります｡ﾄｲ ﾚ､ｼｬﾜ ｰな

どで節水型の商品を開発し､工場でのCO２を最小限に抑

えることにも励んでいます。企業活動そのものが環境
改善の効果を持つとも言えます｡ｸﾞﾘｰﾝ ﾎﾞﾗﾝﾃｨ ｱと称して

地区環境保全に地域社会に貢献する活動､対価をもらわ

ない活動という定義の下､決して強制にはならないよう
社員がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に励んでいます。

主な活動ﾒﾆｭｰは次のようなものです。

・水環境基金に助成、・活動への参加
・ＴOTOﾄ ﾞﾝｸﾞﾘの森 ・地域の清掃活動

会長時間
・ﾛｰﾀﾘｰと歌 茅根正之会長
ﾛｰﾀﾘｰに歌を取り入れたのは､ﾊﾘｰﾗｯｸ ｽです｡ﾎﾟｰﾙﾊ ﾘｽの

紹介でｼｶｺﾞのRCに5番目に入会した方です｡ﾛｰ ﾀﾘｰ創立後
2年目に奉仕派と親睦派との間に激しい論争が発生し､
ｸﾗﾌﾞが崩壊寸前になった時､印刷業のﾊﾘｰﾗｯｸｽが｢諸君､
歌を歌おうではないか｣と提案したのが始まりです｡
これが世界のｸﾗﾌﾞに採用されました｡よく歌われる奉仕
の理想､我らの生業は1935年3月の入選5月の京都地区大
会で発表されました｡手に手つないでは1952年1月入選
で4月の大阪地区大会で他3曲と共に発表されました。

報告
■被選理事会報告(6/13)
・7月のﾌﾟﾛｸﾞﾗ ﾑ
7月4日(木) 理事･役員挨拶 第1回定例理事会

11日(木) 第1回ｸﾗﾌﾞ協議会
18日(木) 卓話 特別体表ﾊﾟｽ ﾄｶﾞﾊﾞ ﾅｰ 鈴木清次様
25日(木)→28日(日) 移動例会 高津区民祭

・8月のﾌﾟﾛｸﾞﾗ ﾑ
8月1日(木）卓話 川崎青年会議所理事長 山根崇様

第2回定例理事会
8日(木）卓話 川崎中央RC 伊藤弘志様
15日(木) 休会（定款細則により)
22日(木) 納涼家族会 夜間例会 ﾎﾃﾙKS P
29日(木) 移動例会 横浜ﾍﾞｲｻｲﾄ

■委員会報告(6/6）
・社会奉仕委員会 飯尾光正委員長

6月2日の多摩川美化清掃にご協力いただきありがと
うございました｡社会奉仕の活動もこれをもって終了す
ることができました｡１年間ありがとうございました。

お客様
＊6/6
古部清様(TOTO株式会社 取締役専務執行役員

販売推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当 卓話者)
橋本 均様(川崎西RC)

＊6/13
小川湧三様(川崎鷺沼RC)



出席報告

例会日 会員数
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義務

者

出席
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欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

6月6日 28 26 17 9 6 5 % 8 2 77 %

6月13日 28 26 15 11 5 8 % 11 11 100%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

6/6 15 15,000 401,000 300,000 134%

6/13 11 11,000 412,000 300,000 137%

6/6 15 15,000 418,000 500,000 84%

6/13 11 15,000 433,000 500,000 87%

6/6 16 21,000 591,000 800,000 74%

6/13 13 15,000 606,000 800,000 76%

6/6 13 13,000 490,000 600,000 82%

6/13 11 11,000 501,000 600,000 84%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺ ﾆｺ

BOX

ﾌﾚ ﾝﾄﾞ

ﾘｰ BOX

クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 本藤光隆 三富末雄

【第４６回 ６月１３日(木)】
「現次合同ｸﾗﾌﾞ協議会」

＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐挨拶 国際ﾛｰﾀﾘｰ第259 0地区第3ｸﾞﾙ ｰﾌﾟ
ｶ ﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津RC 三家 護

皆様の為になったのか､お導き出来たのかわかりませ

んが､大変お世話になりました｡会員増強は第3ｸﾞﾙｰ ﾌﾟ
が10名増員と一番成績が良かったです｡ご協力ありが
とうございました｡
＊会長 茅根正之会長

各委員会一年間ご苦労様でした｡委員長さんにはｸﾗﾌﾞ
奉仕活動において目標を効果的にやって頂き､いい汗､
知恵を出していただきました｡また会員相互の親睦を

はかり､関係委員会と連携してｸﾗﾌﾞ運営が円滑に出来
たこと感謝申し上げます｡
＊幹事 細谷和彦幹事
会員増強3名､卓話24回(内会員9回)､移動14回､会長幹

事会7回でした｡御協力ありがとうございました｡
＊SAA 相馬 元SAA
ｺｰﾋｰｺｰﾅｰも皆様にご活用いただきました｡食事数は出
席率の関係もあり､欠席の場合は連絡していただける

とありがたいです｡ご協力お願いします｡
＊会計 代理 細谷和彦幹事
前年度繰越金が予算10万円に対し95万円強で田中前年
度会長に感謝しています｡支出は現在94%であと1ヶ月

で何とか収まるのではないかと思います｡
＊副会長､家庭集会 菊池幸治副会長
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗ ﾑ2回開催､ﾃ ｰﾏは会員増強､3名増で大変良かっ

たです｡女性会員の件については次年度も引き続き検
討していただきたいと思います｡
＊出席委員会 志村正夫委員長
100%目標でしたが､自分もなかなか出席出来ず反省し

ています｡｢出席ありがとう｣の気持ちでやりました｡
＊親睦活動委員会 杉崎晴男委員長
途中から高津ｻﾛﾝを活動致しました｡例会では話せない
こともざっくばらんに話していただき､親睦活動でき

たと思います｡本来の活動も充分楽しんでいただけた
のではないでしょうか｡
＊ﾌﾟﾛｸﾞﾗ ﾑ委員会､新世代奉仕委員会 森 正一委員長
24回の卓話を茅根会長にお手配いただきありがとうご

ざいました｡また5/3 0の高津養護学校慰問ではご協力
ありがとうございました｡
＊ｸﾗﾌﾞ会報委員会 三富末雄委員長

今年度から2回に１回の発行となりました｡4人の委員
が月一回担当し取材しました｡記録としては残ったの
ではないでしょうか｡昨年度に比べ予算も半分以下で
ｲﾝｸ､編集費の節約に努めました｡

＊雑誌･広報委員会 田中 薫委員長
ﾀｳﾝﾆｭｰｽ掲載で広く我々の活動を知ってもらうことが
出来たのではないでしょうか｡Rの友の紹介が出来ずに
申し訳ありませんでした｡先日養護学校慰問の記事を

Ｒの友に投稿しました｡
＊R情報委員会 鈴木良一委員長
当ｸﾗﾌﾞの紹介の冊子を作りたいと思っていましたが､

終ってしまって残念です｡次年度に引継ぎたい｡ＪＣの
方をつないでご協力をいただきたい｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊6月6日（会員敬称略）
橋本均様(川崎西RC)本日はお世話になります｡古部様､
卓話よろしくお願いします｡
茅根正之 古部清様お忙しい中卓話の時間をいただき
ありがとうございます｡お話を楽しみにしています｡
三家 護 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐役､残り1ケ月となり､どうにか先
が見え始めました｡今後共ご支援ご協力お願いします｡
三富末雄 茅根年度もあと4回ですね｡ご苦労様でした｡
志村正夫 妻と二人でﾗｽﾍﾞ ｶﾞｽとｶﾅﾀﾞ9日間の旅を楽し
んで参りました｡改めて国土の広さに感動しました｡
＊6月13日
小川湧三様(川崎鷺沼RC)お世話になります｡
三家 護 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐も残り1ヶ月を切り､何とか終り
そうです｡ご協力ご支援ありがとうございました｡
茅根正之 各委員長様､1年間ご苦労様でした｡退任挨拶
よろしくお願いします｡
志村正夫 厚木にあるﾎﾃﾙｸ ｲｰﾝﾀｳ ﾝﾊﾟｰﾄ 3が12日ﾘﾆｭｰ ｱﾙ
ｵｰﾌﾟﾝしました｡よろしくお願い致します｡

＊国際奉仕委員会 森山圭介委員長
「奉仕を通じて平和を」という言葉があったにもかか

わらず今年度活動ができなかったことに私自身､力不足

を感じました｡今後は積極的に行動がとれるよう心掛け
たいと思います。

＊米山奨学会委員会 持田裕弘委員長
目標は会員一人当たり25,0 00円(内5,0 00円は会費から)

ｸﾗﾌﾞ全体では50万円の目標で現在433, 000円(87%)です｡

ご協力に感謝します｡
＊R財団委員会 田中 薫副委員長

現在412, 000円(137% )です｡ご協力ありがとうございま

す｡
＊ﾆｺﾆｺBO X委員会 杉崎晴男副委員長

80万円目標､現在606 ,000円(76%)です｡あと2回宜しく｡

＊ﾌﾚﾝﾄﾞﾘ ｰBOX 細谷和彦幹事
60万目標 現在501, 000円(84%)です｡あと2回宜しく｡

＊IT担当委員会 相馬 元委員長

HP､ﾌｪｲｽﾌ ﾞｯｸ､ﾌ ﾞﾛｸﾞ等､佐藤哲夫会員の協力のもと進め
ています｡

＊地区R財団増進委員会 中田俊彦地区委員

ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信(vo l.12)  6ページの記載の通りです｡お読み
ください｡

＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐講評 三家護ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

目標達成にご協力をお願いします｡出席率が良くないの
で上げるよう頑張っていただきたい。

＊閉会挨拶 鈴木良一次年度会長
今年は退会者がなくて実質3名増となり､大変良かった

です｡本日はありがとうございました｡


