
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久 SAA 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 原 敏之 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

9月 プログラム名 

第 3例会 9月 15日 

卓話 

川崎タクシーグループ 

代表取締役 關 進様 

ガバナー公式訪問に伴う 

クラブ協議会⓶ 

       9月 22日 休 会 

出 席 報 告 川口 禮敬出席委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

42 名 36 名 

6 名 

対象外 

（2） 

90％ 

欠 10 名 

対象外 

（6） 

MU1 名 89.19% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

津田 篤志会員  貝田 充会員   長谷山尚城会員 

齊藤かおり会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

洪 征治様：新城鈴虫愛好会の洪です。お世話になり

ます。かわさき鈴虫祭り賛助会員募集の

お願いに参りました。今年の鈴虫祭りは、

コロナの影響で休止となりましたが、役所

関係等と休止を知らずにお集まりいただ

いた方には8/23(日)に鈴虫をお配りしまし

た。よろしくお願い致します。 

伊藤 稔会長：早いものでもう 9月です。本日の卓話

稲富会員よろしくお願い致します。 

長戸 隆彦幹事：本日は例会後、理事会よろしくお願

い致します。 

萩原 ひとみ会員：稲富さん本日は入会卓話ありがと

うございます。富士通様にも稲富様にも長

くお世話になり入会もとても嬉しく思ってい

ます。卓話楽しみにしていました。よろしく

お願い致します。 

市川 実会員：8/24・25長兄市川 清の葬儀に際し、

お暑い中ご会葬下さり誠にありがとうござ

いました。 

伊藤 文治会員：稲富さん卓話ご苦労様です。 

廣山 宗一会員：稲富会員の卓話ご苦労様です。 

鹿島 義久会員：本日は会員卓話に稲富正行会員さ

ん卓話楽しみにしています。 

細山 勝三郎会員：稲富正行会員、卓話ありがとうご

ざいます。楽しみです。 
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朝倉 和信会員：稲富さん卓話楽しみです。よろしくお

願い致します。 

白井 正男会員：本日の卓話、稲冨正行会員ご苦労

様。楽しみです。 

川口 禮敬会員：稲富正行会員卓話ご苦労様です。

楽しみです。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願いいたします。 

小島 徹会員：稲富さん、卓話よろしく。 

小泉 繁勝会員：稲富さん入会おめでとうございます。

ほんじつの卓話楽しみに拝聴致します。 

堀一 慶明会員：稲富会員、卓話楽しみにしていま

す。 

小丸 日出夫会員：稲富正行会員の入会卓話が楽し

みです。 

稲冨 正行会員：家族が一人増えました。本日のスピ

ーチ頑張ります。 

合計   19件 27,    24,000円 

累計  94件    116,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区より 2020-21 年度「地区補助金」の振込

みがありました。プロジェクト名：二ケ領用水

沿い桜並木の植樹更新・桜の植樹 

振込額：2,400 ドル×107円＝256,800円 

２． 地区より新型コロナウィルス関連活動支援の

ためのプロジェクト募集が届いております。

詳細は回覧いたします。申請されたい方は

事務局までご連絡願います。 

３． 地区より青少年交換（YE）プログラムに関す

るアンケート調査へのご協力のお願いが届

いております。アンケートの主旨）新型コロナ

ウィルス感染により青少年交換プログラムを

実施できない本年度を再生交換プログラム

の方向性を定める年度とし、皆が納得できる

結論に到達できるよう、アンケートにご協力

いただくものです。 

４． 川崎北 RC より川崎市消防局にて救急車贈

呈式のご案内が届いております。日 時：9月

18 日（金） 11：00〜11：30 場 所：川崎市消

防局   詳細は回覧致します。 

５． 地区より「日本のロータリー100 周年」記念切

手発行のお知らせが届いております。詳細

は回覧致します。以下の資料サイトからもお 

申込みいただけます。 

https://www.post.japanpost.jp/kitte/collecti

on/archive/2020/0918_01/0201.pdf 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

       横浜あざみ 9月 2日（水） 移動例会 

 点鐘 13：15  アートフォーラムあざみ野 

 2Fセミナールーム 

9月 9日（水）    休会 

9月 16日（水）  移動例会 

点鐘 13：15 アートフォーラムあざみ野 

2Fセミナールーム 

9月 23日（水）    休会 

     9月 30日（水）    休会 

＊コロナウィルスの影響により例会場が

飲食禁止となっておりますので例会場で

の食事や飲み物の用意はありません。時

間短縮にての例会となります。 

新川崎   9月 9日（水）     休会 

9月 23日（水）    休会 

川崎大師  9月 23日（水）    休会 

２． 本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ます。関係各位のご出席をお願い致しま

す。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
佐川 陽子会員  
会員誕生日 
鹿島 義久会員  
佐川 陽子会員 
結婚記念日 
上原 伸一会員 
配偶者誕生日 
内藤 幸彦 会員 英子様 
冨岡 昭一会員  きよ子様 
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伊藤 稔会長  李 丹 さん 

会員誕生日 

 
鹿島 義久会員  佐川 陽子会員 

卓 話 

 
稲富 正行会員 

 

「富士通労働組合の取り組み概要と活動報告」 

 

 

 

富士通労働組合プロダクトグループは、約 3 万人の

組合員の内、研究・開発・製造部門の職場で働く 1 万

人を超える組合員が在籍しています。 

労働組合の役割として、労働条件の維持・向上と経

営状況のチェック、企業年金制度や健康保険制度な

どの企業内福祉制度や労働組合の自主福祉制度運

営への参画、社会活動として、政策制度改善や政治

に関する取り組みなど様々な社会活動を進めていま

す。また、社会貢献活動では、社会福祉活動、環境

保全や反戦・平和に関する取り組みなどを進めてい

ます。代表的な取り組みでは、中国・安徽省に建設支

援をした小学校を訪問し、課外授業や運動会を実施

する取り組みや、東日本大震災復興支援活動として、

福島県南相馬市で海岸防災林の再生活動を 2016年

5月から継続して実施しています。 

コロナ禍の中で、在宅勤務にシフトする動きがありま

すが、働き方の改革に関する取り組みとして、2010

年頃から労使で議論を重ね、目指すべき働き方の実

現として、長時間労働を前提としない働き方や多様で

柔軟な働き方により高い生産性の実現を基本方針と

したテレワーク勤務制度などを度入し、今日に至って

います。このような働き方の改革は、様々な職場の声

を基に、労使で議論してきたものです。 

直近のトピックでは、一つ目は、スーパーコンピュータ

ーの「富岳」が TOP500という性能ランキングで世界 1

位を取得しました。また、実際に利用するアプリケー

ションの実行性能ランキング（HPCG）や人工知能の

性能ベンチマーク（HPL-AI）でも 1 位を取得すること

ができました。二つ目は、6 月 20 日の創立記念日を



祝して従業員に配布する予定で記念品（ナボナ）

36,000 個を川崎市中原区と幸区の学校に寄付いたし

ました。 

これまで春と 12 月に開催していた工場開放イベント

など様々なイベントをおこなっていましたが、現在は、

コロナ禍の中で開催が困難な状況にあります。労使

で知恵を出し、地域の皆様とともに歩む施策につい

て、引き続き検討・議論していきたいと考えています。 

 

 

 


