
 

  

例会記録  

会員総数  46名  出席会員数 33名 

ゲスト      1名  その他      0名 

ビジター    0名  事務局      2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名  出席率   73.33％ 

 ──────────────── 

11 月 13 日 Make-up後の 

出席率 100. 0％ 

 

    
 

ニコニコボックス  

秋山会員：ベルギー大使館での例会  

ありがとうございました  

若林会員：娘が宅建合格。大喜びです。  

時園会員：昨日、孫娘のお宮参りをしま  

した。  

夫人誕生日：  

木寅会員 ( 1 2/11 )澤本会員 ( 1 2/15 )  

木元会員 ( 1 2/19 )中谷会員（12/19）  

結婚記念日：  

奥会員（11/28）濱田会員（12/8）  

        細谷会員（12/18）  

 

 

 

 

 

次回予告  

第 19 回例会 2017.12.18（＃2188）  

 

   クリスマス家族会 
 

会場：翠鳳の間 

17：30～受付 

18：00～開始 
 

  

 

☆プレゼントをお持寄下さい 
 

 

 

 

会長報告 

1）今日は、杉本様から、飲酒運転防止に附いてのお話です。 後ほどよろしく御願い致します。 

2）先週は、多くの皆様にベルギー大使館にお越し戴きました。思い出深いひとときでした。 

3）ご覧の通り、50周年祝賀会まで、200日を切りました。 皆様のご協力をよろしく御願い致します。 

4）今期の親睦旅行は、台湾となりますが、多くの皆様ご参加下さい。 

５）米山奨学会より、久保田会員に感謝状が届いております。 

幹事報告 

1）先週は、お集まり戴き有り難うございました。 

2）各種の御案内を配布しております。18日のクリスマス会、2/19日のニンンク会主催の新年会、2/21日の地区大会、 

台湾親睦旅行のアンケート、また、各委員長のクラブ協議会です。それぞれお早めに御提出ください。 

台湾旅行につては、観光・ゴルフ等皆様のリクエストに沿いたいと思いますので、ご提出ください。 

3）50周年記念事業としての桜植樹式 12/19（麹町小学校、13：20集合）と1/29（千鳥ヶ淵）に行いますが、参列して戴 

 ける方はおしらせ下さい。 

4）本日は、年次クラブ総会です。 例会終了後、会員の皆様はおのこり下さい。 その後定例理事会が御座います。 

 

50 周年祝賀会まであと 182 日 

  本日の例会プログラム 

第 18回例会 2017.12.11（＃2187） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  杉本君   会費係     荒川君 

受付係   木寅君  澤本君 

司会者 薗君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 齊藤君 

卓話 「あり方検討委員会より＆ 

釧路の話あれこれ」 
 

ありかた検討委員長 若林 英博会員 

福田 仁司会員 

 

 

 

 

 

vol.50 no.18 

2017.12.11 

ROTARY SERVING HUMANITY 
人類に奉仕するロータリー 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告 

第 17回例会 2017.12.4（＃2186） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  蔵本君   会費係     後藤君 

受付係   崎山君  福田君 

司会者 薗君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 齊藤君 

 

卓話 「飲酒運転と、飲酒問題」 
東海電子㈱専務取締役 杉本 哲也氏 

紹介者 保科会員 
 

 

 

 

  2016〜17 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  John ･F・GERM  



 
 

  
 

 

 

 

オープン例会（10/30卓話） 
 

 

飯嶋会員 
 弊社、アイング株式会社は、売り上げの約 8 割がビルメ

ンテナンスで、他に人材派遣などもしています。ビルメン

テナンス業界全体の売り上げは、警備業務を除くと 2006

年は約 3兆 8000億円でしたが、リーマンショックなどで一

時落ち込んだ後、徐々に回復し、現在は 4 兆円に迫る勢

いです。アインググループは 538億円ですが、私が入社し

た 2005 年当時は、売上高 35 億～40 億円でした。現在、

正社員は 1200 名、契約社員やパートを入れると 9000 名

を超え、グループ会社にはアイム環境ビル管理、名古屋

ビルサービスなどがあります。 

 企業理念として、おもてなしナンバーワンへの挑戦を掲

げ、各部署におもてなし担当を置いて接客を強化してい

ます。責任者レベルに認知症サポーター養成講座を受講

させたり、研修センターで研修させたり、技能コンテストを

開いたりしています。 

 品質向上の取り組みとしては、新入社員に必ずおもて

なしの方法を紹介する DVD を見せています。また、清掃

部隊に自動大型機械の導入を進めています。大きな商業

施設や病院では、多くの物や人が行き交う中、どのように

清掃するかが課題で、自動で機械が動いている間に人が

トイレの掃除をするなどしています。 

 ビル管理会社の名古屋ビルサービスは、コンビニや学

生食堂といったフード事業を持っています。学生食堂は

365 日のうち 180 日しか営業日数がなく、単価も最大 500

円、平均 280円なので、大学の清掃、警備業務もさせても

らって、愛知県内の 42 大学中 20 大学の管理をしていま

す。 

 もう一つのグループ会社にスマイルパートナーがありま

す。一般、産業廃棄物処理に特化して 2 年前に設立した

会社で、産業廃棄物管理票を電子化しています。事業者

がごみを適切に処分したかどうかを証明するもので、8 枚

綴りのものが各業者に渡った後、最終的に環境省に戻り

ます。これを使って現在、セブン-イレブン 2万店舗で廃棄

される油の管理をしています。 

 従業員を幸せにする取り組みとしては、従業員がセカン

ドオピニオンを聞けるアイングクリニックがあります。ま

た、社員のライフ・ワーク・バランスを重視して、チャージ

期間休暇、記念日休暇、サマータイム、プレミアムフライ

デーなどを導入しています。また、従業員の健康管理と教

育のため、1カ月に 1回、外部講師を招くアイングアカデミ

ーも設けています。 

 社会貢献の取り組みとしては、障害者雇用があります。

当社には 1 万人の従業員がいますので、障害者雇用促

進法が定める 2％以上をクリアするのは大変だったので

すが、自社の農園で雇用して、そこで作った野菜を名古

屋ビルサービスが運営する学生食堂で使っており、会社

全体で 2.4％ほどの障害者を雇用しています。 

 

 

 

 

 

 不動産業界にはアセットマネジメント、プロパティマネジ

メント、ビルマネジメントという業務があります。当社はビ

ルマネジメントの領域で頑張っていますが、いずれはプロ

パティマネジメント、アセットマネジメントも取り組んでいき

たいと思っています。 

 社名「アイング」は「愛＋ing」という意味で、愛され続ける

会社を目指そうと、平成 14 年に変更しました。今後ともよ

ろしくお願いします。 

 

木元会員 
 ロータリアンの義務の一つに、週 1回の例会出席があり

ますが、多忙のため、なかなか出られない方もいます。し

かし、仕事や旅行先で他のクラブの例会にいつでも出席

できるメークアップという制度もあります。 

 ただ、クラブは独立運営されているため、開閉会時間な

どはまちまちです。延々とディベートを続けるクラブもあれ

ば、歌を歌わないクラブもあります。ロサンゼルスのクラ

ブは歌の後、「アーメン」と言っていましたし、パリのクラブ

では歌もセレモニーもなく、ワインを飲んで歓談した後、15

分間のスピーチがあり、その後ほぼ全員が手を挙げてデ

ィベートをしていました。私がドイツのゲルゼンギュルヘン

でメークアップしたときは、会場に最初に来て受付をして

いたのが会長でした。早朝、夜間だけ例会を開くクラブも

あります。各クラブの総意で決めていくことですから、新し

く入った方の意見も入れて、新しい視点で考えていくのが

よろしいと思います。 
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『今後の予定』 

 １２月１８日クリスマス会 ＠Ｈﾆｭｰｵｰﾀﾆ「翠鳳の間」 

 １月１５日例会はじめ 紀尾井町ＲＣと合同例会   

「麗の間」 

 ２月１９日ﾆﾝﾆｸ会主催新年会 ＠上野「韻松亭」 

 ２月２１日地区大会 ＠京王プラザホテル 

 ３月１日 日台親善会議（台湾・高雄市） 親睦旅行 

 ３月２７日（火） 観桜会 ＠マダム・トキ 
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