
第1051回　平成25年1月17日号

本日の出席率７８.０％：会員数４１名・出席３０名・欠席名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター １名

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１１名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。 本日テレビを

見ていますと興味深いことが２つあ

りました。 ひとつは中国北京にお

ける大気汚染問題です。 大陸内

部の工業地帯の煤煙が北京を襲

い深刻な健康被害を起こしている

とのニュースです。 北京で暮らす

市民の多くの人が気管支炎、 特

に小さな子どもたちが気管支炎に

かかって大病院で手当てを受けている光景を見ますと恐ろしく感

じました。 特に怖いのが気管支炎の原因になっている煙の粒子

が特に微細で普通の風邪 ・ 花粉用のマスクでは防ぐことが出来

ないということです。 この大気汚染の物質が日本にすでに来て

いるという事実です。 中国には軍事力の増強の前にこの深刻な

大気汚染を防ぐ対策を取ってもらいたいものと思います。

　もうひとつは指山パスト会長から今頃かと叱られるかもしれませ

んが、 ビル解体技術の進化です。 一昔前はラスベガスでの古

い高層ビルをダイナマイトで派手に爆破して壊すショーがありま

したが、 日本ではビル同士が密集しているのでなかなか爆破で

の解体はできません。 いま主流なのは高層ビルの最上階から

徐々に壊していく大成建設のテコレッグシステム、 竹中工務店

のハットダウンシステムがあるそうです。 また俗にゆう 「だるま落

とし工法」 というものがあって高層ビルを下の階から解体していく

ものです。 柱などを切り取りそのあとにジャッキ等を入れてビル

を支えジャッキを下ろすことで徐々に１階から解体していく方法

です。 この工法ならば解体がれきを常にかたずけながら出来、

狭いところでの解体に向いているということです。 日本の解体技

術が環境に対してがこれほど進化しているとは驚きでした。

　「ソーハラ」 という言葉をご存知ですか、 会社の上司が部下に

「ウェブ」 等にこうゆう内容のこと載せてくれとか、 フェィスブック

などの友達承認の登録をしてくれとかいわれるそうです。 上司は

強要するつもりはないのですが部下としては断りにくいそうです。

登録してもらえないと上司は自分が社員に人気がないと悩むそう

です。 本当に 「ナンセンス」 なことですが、 そんなことを気にし

ている上司は、 会社の社長が 「わが社の社員は嫌なことも、 全

部私に話してくれている」 と勘違いしている愚かな社長のような

ものだと新年の数社の社長対談の中である社長が言われていま

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　 深町　　等様

１．例会変更
　   ありません。 　　

２．来　　信
・国際ロータリー
   ザ ・ ロータリアン　２０１３年 1 月号

・ガバナー事務所
　①２０１３～１４年度ロータリー財団地区補助金プログラム申

　　 請書の提出について

　②会員増強 （SAKUJI 作戦） への取り組みについて

・２０１２～１３年度地区大会事務局
　①ＲＩ会長代理晩餐会のご案内

　②個別登録申し込み書

　③永年連続例会出席表彰者及び物故者の調査のお願いい

・ガバナーエレクト事務所
　２０１３～１４年度ロン ・ バートンＲＩ会長からの書簡

　

３．伝達・通知
　○昨日、 第６回市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会が開催されました。

　　主な議案はＩＭの件でした。

　　３月２日 （土） 参加構成として入会５年未満の会員を対象

　　としてあと参加希望会員の参加と成ります。 ２月頭に改め

　　て詳細インフォメーションさせて頂きます。 　　 

した。 「経営者は孤独である」 事が正しい姿だと言っていました。

その通りだと思います。 会長挨拶を終わります。

《クラブ管理委員会・ロータリー情報》
 坂井智照クラブ奉仕委員長兼クラブ管理委員長 
　「癸巳 （平成２５年）」 はどんな年？

　今年の十千「癸（みずのと）」は「水」を意味します。 また、「は

るか」 という意味合いをもち、また物を測るのに必要な 「基準・

法則 ・ 筋道」 という意味もあります。 十二支 「巳 （み）」 は

文字通り 「へび」 を表し、 冬眠から目覚め動き出すという意

味を示します。 また巳は金運蓄財の神ともいわれます。 ちな
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佐世保北ロータリークラブ　森　豊様
　北ＲＣの森豊です。 卓話の席にお招きいただき、 ありがとうござ

　いま す。うまくしゃべれるかどうかわかりませんが、頑張ります。

佐世保北ロータリークラブ　深町等様
佐世保中央ＲＣの会員の皆様、 あけましておめでとうござい

ます。 今年初めてのメークアップしましたら、 卓話者が我が

クラブの文筆家 「オレンジ通信」 の主催者の森さんの卓話で

ビックリしました。 頑張ってください。 そういえば自分が橋渡し

でお願いしたのを忘れていました。 すみません。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
昨日、 市内８ＲＣ会 ・ 幹事会が行われました。 担当クラブが

中央ＲＣとなっていましたが、 ハデにやってしまいました。 反

省して自粛したいと思います。 本日の卓話者、 オレンジ社代

表取締役 森豊様、 よろしくお願いします。 又、 深町等様の

ご来訪を歓迎いたします。

　
大久保厚司副会長

結婚３５周年を迎え、 花束をありがとうございました。

坂井智照君、南部建君
森豊様のご来訪を歓迎いたします。 快く卓話をお引き受け

いただきありがとうございます。

１００％出席の被選理事会を夢見る、野村和義次年度幹事
本日は例会終了後、 第３回被選理事会を開催いたします。

残念ながら本日も１００％出席ではありませんが、次年度理事・

役員の皆様、 忘れて帰らないようにお願いいたします。

宮崎正典君　
先日はポールハリスフェローをいただき、 恐縮しております。

入会２年目でロータリーへの借金が多いので、 活動でおかえ

ししたいと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。

本日の合計　　　　   11,000 円

本年度の累計　　　580,000 円

( 有） オレンジ社 代表取締役 森 豊様　

ＳＡＡ：田端茂君

次回例会／１月２４日１２：３０～

次回献立／海鮮ちらし、肉うどん、小鉢

■ オレンジ通信について ■

オレンジ社の社名について 

　４０歳過ぎてから始めた会社であり、 前

の会社の一部をもらっての事業ではな

く、 完全な素人からの独立であるため、

只只お客様に育ててもらうしか方法があ

りませんでした。 果物の中で好き嫌いな

く誰もが好きなものは何だろう？と考えた

ときに、 ミカンが思い浮かびました。 ミカンのように好き嫌いなく

可愛がってもらう会社になろうとミカンをひとひねりして 「オレン

ジ社」 にしました。 社名としては、 現在の業種で今後もやるか

どうか、 まるっきり関係のない業種も将来やっているかも知れ

ないという不確かな部分もあり業種を表現した社名は窮屈になる

のではと考えました。 又、 経営者の名前を入れた社名はやめ

ようと決めていました。 そして今の 「オレンジ社」 があります。

結果、 社名からは何をやっている会社かわからなくてオレンジ

社は何屋さん？くだものやさん ? と聞かれることもありました。

又廃棄物の仕事をやっているので、 この業種には胡散臭い人

が多くそういう者ではないことをアピールする必要性が出て来ま

した。 

オレンジ通信の誕生     

　オレンジ社内でおきた面白い話とか、 森個人の事、 家族の

事とかを エッセイ風にまとめプリントし、 お客様に渡したり、 メー

ルしたりしています。 オレンジ社の森をわかってもらおうと思い

「オレンジ通信」 が誕生しました。 今年で１５年目に入ります。

２００部程度を発信しています。 お客様に会うときに単刀直入に

営業の話は無粋なもので、 落語の枕のような役どころでオレン

ジ通信が役に立っています。 私の父は新聞投稿が趣味で、

短歌を含めたいろいろなジャンルで２８３回 掲載されている

ので、 それを超えるオレンジ通信を発信していきたいと思って

います。      

       

バス停物語の誕生     

　オレンジ通信はいろいろなジャンルのことをエッセーにしてい

るがひとつのテーマを追ってみようと始めたのがバス停物語で

す。 仕事先で見つけた面白い名前のバス停のことを書いてい

ます。 図書館で調べたりと時間がかかるので発信が思うように

いっていませんが ゆっくり続けていこうと思っています。  

みに１９５３年 （昭和２８年） 「癸巳」 の年は、十円硬貨発行 （平

等院鳳凰堂デザイン）、 テレビ放送開始 （ＮＨＫ）、 日本初

のスーパーマーケット開業 （東京 ・ 青山） などの新しい制度

が動き出した年です。 今年も震災復興、 経済活動などの様々

な場面で新たな幕開けを迎える年になるでしょう。 ただし｢巳」

は火の性質であり、 水の性質 「癸」 とは相反します。 さらに、

いずれも 「恵み」 と 「危うさ」 を伴う存在ですから、正しい基準・

バランス感覚が例年以上に求められる年です。

昭和３３年　１月　１日　本田　　実君
昭和３６年　１月　２日　糸瀬　　新君
昭和３２年　１月１２日　浅野　訓一君
昭和３４年　１月２８日　崎山　信幸君
昭和２５年　１月３０日　竹本　慶三君

　１月　１日　馬場　貴博・恭子   ご夫妻
　１月１４日　大久保厚司・ゆりえご夫妻

池永隆司親睦活動委員長　

親睦活動委員会の皆様へ。 正月早々の委員会を含め、 幾

度となく委員会を開催して申し訳ありません。 もう少しお付き

合いのほどをよろしくお願いいたします。
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