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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

    

私は宮崎県延岡市出身で、昭和 19 年生まれ

の 73 歳になります。工業高校機械科卒で希望

していた機械設計の職を得ました。健康な体を

くれた父母への恩と、多くの諸先輩のご指導の

お陰で現在があると深く感謝しています。 
独立時の仕事は、スポット溶接装置及び冶工

具の設計で、代表的なものが自動車ボディーの

生産設備です。第一次石油ショック不況のお陰

で自社製品のテーブルスポット溶接機を開発。

下請から機械メーカーに脱皮しました。生き残

るには、独自販売しかないと自分に言い聞かせ

ながら、国内外含め年間 15 回の展示会を実施

するまでに成りました。 
 

      

      

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
甲斐 美利 

これが前回までの卓話のあらすじです。 
我が社の現状ですが、お陰様でようやく 10 

億の壁が見えてきました。私を含め総勢 30 名 
です。平均年齢が 40 歳、ようやく 32 歳の息子 
が後継者になる決心をしてくれたところです。 
5 月からの着任ですが、私の創業時の年齢です 
ので、不思議な縁を感じるこの頃です。 
今年も新入社員が 2 名入社してきました。お 

祝いの言葉に、①仕事につまらない仕事は一つ 
もない。とにかく先輩の指示（手順書通り）に 
従い確実にやり、記録に図解で残すこと。 
②時間を守ること。この二つが人生で成功する 
コツであると教えました。 

 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



 

 
時間を守る中できついのは、朝起きと仕事の後 

始末です。とにかく自己との戦いですよと、色々 
な事例を出して話してあげました。 

事例の一つが、季刊誌「KOYO NEWS」です。 
現在は 3000 部を発刊していますが、ここまで来 
るのに悪戦苦闘でした。そのかいあって、お客様 
から大きな信頼を得たことと、社員のレベル向上 
が同時に出来たことを強く感じています。最近は 
この季刊誌を心待ちにしてくれるようなお客さ

んが本当に増えてきました。 
 最近、機械設計技術者とくに機構設計技術者が 
不足しているように感じます。大企業の海外生産 
の影響でしょうか、それとも生産財の海外調達が 
進み、日本の基盤技術が枯渇しはじめたのでしょ 
うか、あるいはメカトロニクスの影響で機構技術 
の進化が停滞しているのかもしれません。設計者 
がいないと聞くたびに、この現象を危惧している 
のです。 
ロボットやマザーマシンの進化に合わせ、冶具 

設計や機構設計は、産業界に必要不可欠の技術で 
す。また私は機械設計者を手品師だと思うことが 
あります。お客様の要求する事を具現化（形）す 
るからです。このような訳で、未だにドラフター 
にしがみつき、機構設計の面白さを後輩に教えて 
楽しんでいます。 

     年間 15 回の展示会に参加して思う事ですが、

海外市場では機械の完成品を非常に喜ばれます。

展示場に来る新興国のお客様は、目新しい機械を

探しています。価格ではなく、いち早く購入して

他社と差別化したいようです。 
リスクはありますが、日本製と言う信用と展示 

会相場や現物買いのメリットを考え、即座に小切 
手を切ります。まだまだ日本人があらゆる産業機 
械で期待されています。企業の信用は毎回海外の 
展示界に参加している事が第一で、海外で信用を 
得れば、日本のお客様を創ることに繋がります。 

     最近ドバイに行きました。我が社の機械も 3 台 
輸出しています。訪問して驚いた事がたくさんあ

り、その何点かをご紹介します。 
北海道の大きさで人口は約 1000 万人、5１%が 

インド人、16%がパキスタン人、10%がバングラ 
ディシュ人やその他中国人等で、UAE 人は 100 
 

 
 

万人位で、在留邦人は 3500 人ぐらいだそうです。 
世界一がドバイだけで 10 か所はありました。 

その一つがドバイタワーで 850M、160 階。世 
界最速のエレベーター（日本製ではない）が備え 
てあります。その他、年間のドバイ空港利用者は、 
7000 万人。4 時間で世界人口の 3 分の 1 を、8 時 
間で 3 分の 2 を集めるロケーション。砂漠開発と 
人工島の企画力などは必見です。 

皆さん一度でいいから、ドバイに行ってみて下 
さい。アメリカ・中国に次ぐ第三のパワーは知る 
べきだと思いました。地球人口の半分はイスラム 
社会です。酒は飲めない、豚肉は食べてはいけな 
い等々の戒律があり、一日に 5 回の御祈りが励行 
されています。砂漠を生きてきた遊牧民に色々と 
教えられました。 
最後に、これからの物づくりの企業スタイルに 

ついてお聞きください。通信技術が益々進化して、 
航空機の利便性がこれに合わせて良くなると、世 
界は益々狭くなります。 
飛行機も快適な乗り物になるでしょう。素晴ら 

しい食事、休息も仕事も自由に出来る空間は、ま 
さに動くオフイスです。業種によっては、ロボッ 
トや AI を駆使して、工場を 24 時間動かすことは 
いとも簡単に出来ます。指示や会議のニーズが、 
ところを選ばず必要になる。飛行機の中を仕事場 
として活用しているビジネス人が当たり前の時代 
が来たようです。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 先週 4月 15日（土）は「空飛ぶシューズプロ 

ジェクト」の前半の山場でもありました。 

 



 

                  

シューズの回収、選別、洗い、収納、梱包と協 

    力頂き、ありがとうございました。皆さんのご協 

    力で、予定していた時間よりも早く終了すること 

    ができました。今回は会員 18名、光明学園相模 

    原高校インターアクトの生徒 6名も参加頂き、小・ 

中学校の PTA役員とお子さん達にも手伝って頂き 

ました。回収したシューズは 600 足を超えていた 

のではないかと思います。 

今までは、高校生用のサイズしかなかったので 

すが、小学生や幼稚園になると、かなり小さめで、 

思っていたよりシューズの箱が減りましたが、大 

変多く集まりました。これからが後半戦で現在、 

金沢会員にお願いし、現地・フィリピンと連絡を 

取っておりますが、送り先の最終連絡待ちになっ 

ています。5月 11～13日にかけて、フィリピンに 

行きますので、子供達の気持ちを届けてまいりた 

いと思います。 

     また 4月 16日（日）は前日と連日になってし 

まいましたが、次年度に向けての地区研修協議会 

が行われました。次週例会でその報告があります 

が、遅くまでご苦労様でした。 

 40周年事業で各クラブを廻り、10 名以上の参 

加をお願いしている関係で、他クラブでのイベン 

トへも参加の依頼がきています。相模原ニューシ 

ティ RCの認証状伝達式が 5月 14日（日）、相模 

原大野 RCの市長例会が 5月 17日（水）、相模原 

グリーン RCの子供達のための音楽会が 5月 5日 

（金）です。できるだけ参加をお願い致します。 

やはり出席数により、当クラブ 40周年式典への 

出席人数も前後するのではないかと思います。 

 今週 4月 21～23日にかけて、台湾・台中文心 

RCの創立 10周年記念式典に行ってまいります。 

 

○国際奉仕委員会          黛委員長 

 4月 21日から台湾の台 

中文心 RC10 周年式典に、 

当クラブから 13名と元会 

員の荻原さんの計 14 名で 

行ってまいります。↗ 

 

     

 

当日、空港バスを利用される方は町田駅 7時発で 

すので、6:50までにご集合下さい。（概要にて） 

○米山オリエンテーション報告 

          カウンセラー 阪西 貴子 

 4月 8日に小田原箱根商 

工会館で開催され、最住会 

長エレクトと横溝地区米山 

委員の 3名で出席しました。 

 今回、当クラブでお世話 

する米山奨学生は「張 珣」 

さんという中国の女性です。2005年 4月に来日 

されているので、日本語は上手で、明るく良い方 

です。2015 年から麻布大学の動物応用科学専攻に 

在籍し、博士号を取得するため勉強中です。 

 来月 5月から月 1回、例会に参加予定ですので、 

また見えられた時に、ご紹介させて頂きます。 

（概要にて掲載） 

○増強ショートスピーチ      大井 達 

 一昨年 3月に入会して、 

今回、増強スピーチは初め 

てです。週 1回の例会では 

いろいろな方と話をしたり 

楽しんでいます。当社は先 

代の社長もロータリーに入 

会しており、熱心に活動し 

ていて、傍からみても羨ましく思っていました。 

 仕事柄、多くの方に会うのですが、なかなか声 

掛けができません。今後ぜひお誘いをしてみたい 

と思っています。       （概要にて掲載） 

     

 

●櫻内会長、早川幹事  

①本日の卓話、甲斐会員宜しくお願い致します。 

 いつも事ながら、どのようなお話をされるのか 

 楽しみです。 

②結婚記念日祝の諸隈会員、阪西会員、丸子会員 

 おめでとうございます。 

③先日の地区協議会に参加の皆様、お疲れ様です。 

PS.皆さん、飲み過ぎです！パワーがありますネ。 

＜裏ページ続く＞ 



     

                     

    ●丸子 勝基会員 

①結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 

     46年経ちます。最近、口論が増えました?! 

②レボックス社の鎌田さん、三留さん、ようこそ。 

     一緒にロータリーを楽しみましょう。 

●阪西 貴子会員 

①本日は結婚記念日のお祝を戴き、ありがとうご 

     ざいます。 

②卓話の甲斐さん、どうぞ宜しくお願い致します。 

●諸隈 武会員 

     結婚記念日祝、ありがとうございます。去年は 

大変でしたが、今年は穏やかに過ごせました。 

●永保 固紀会員 

     大本山総持寺において、“焼香師”に任ぜられ、 

     無事に大役を務めることができました。 

●甲斐 美利会員 

     卓話の時間を頂きました。宜しくお願いします。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の諸隈さん、阪西さん、丸子さん 

     おめでとうございます。 

②甲斐さん、卓話楽しみにしています。 

●㝡住 悦子会員 

①4 月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②甲斐さん、卓話楽しみにしています。 

③瀬戸さん、お孫さん誕生おめでとうございます。 

●金沢 邦光会員 

    ①地区協議会に参加した方々、お疲れ様でした。 

    ②甲斐さん、卓話楽しみです。 

●竹田 繁会員 

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②甲斐会員の卓話、楽しみにしています。 

    ●阿部 毅会員 

    ①「灘を乗りゆく 第 2談」甲斐会員の卓話楽し

みです。 

    ②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

    ●豊岡 淳会員 

     鎌田さん、三留さん、ようこそ！ 宜しくお願

いします。 

本日のスマイル額 ３７，０００円 

 

 

 

●江成 利夫会員 

①卓話の甲斐会員、よろしくお願いします。 

②結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②甲斐さん、卓話楽しみです。 

③大井さん、増強スピーチ有難うございました。 

●田所 毅会員、老沼 秀夫会員 

①甲斐さん、卓話たのしみです。よろしく！ 

②本日お祝いの皆様、おめでとうございます。 

●大塚 正浩会員 

４月の結婚記念日お祝の皆様、おめでとうござ 

います♪ 

●伊倉 正光会員 

①甲斐会員、本日の卓話楽しみにしています。 

②結婚記念日祝の会員の皆様、おめでとうござい 

ます。 

●小崎 直利会員 

①４月の結婚記念日祝の皆さん、おめでとうござ 

います。 

②本日卓話の甲斐会員、よろしくお願い致します。 

楽しみです。 

③16日に地区研修会に行って、ちょっとだけ勉強 

してきました。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①甲斐会員、卓話楽しみにしています。よろしく 

 お願いします。 

②結婚記念日の丸子さん、阪西さん、諸隈さん、 

 おめでとうございます。 

●菊地啓之会員、瀬戸裕昭会員、横溝志華会員、 

中山徹男会員、池之上和哉会員 

①レボックス㈱からお越しの鎌田様、三留様、 

ようこそ。 

②本日結婚記念日祝の丸子会員、阪西会員、諸隈 

会員、おめでとうございます。 

③甲斐会員、本日の卓話よろしくお願いします。 

今年度の累計額 １，００１，５３５円 



   

 

 

２０１７年４月１５日（土）９：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大野北中学校にて」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇シューズをご協力頂いた学校・幼稚園 

   幼稚園：田名幼稚園、清心幼稚園 

   小学校：共和小学校、淵野辺東小学校、 

       淵野辺小学校、大野北小学校 

中学校：共和中学校、大野北中学校 

   高校：光明学園相模原高校 

 



 
 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①補助金管理セミナー（グローバル補助金向け） 

開催のご案内 

次年度に、グローバル補助金の申請を予定して 

いるクラブを対象に開催致します。この受講は 

資格要件となりますので、検討しているクラブ 

はぜひご出席をお願いします。参加者には「修 

了証」を発行致します。 

日時：5月 16日（火）13:30～15:30 

場所：第一相澤ビル 

 

※相模原ニューシティＲＣ認証状伝達式の出欠表を

回覧しておりますので、本日までにご記入をお願

い致します。また出席者は登録料1万円をクラブ事

務局に納入をお願い致します。 

     日時：５月１４日（日）１５：３０～式典   

場所：式典（あじさい会館）、祝賀会（けやき会館）  

登録料：１万円（会員負担）登録締切：４月１４日 

 

※例会終了後（１３：３０～）、４０周年記念事業「相模 

原中ＲＣの歩み」の映像試写を行います。ご都合 

のつく会員は出席下さい。（所要時間 ２０分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  絵は事務局に贈呈頂きました！ 

       

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・諸隈  武会員 4 月 4 日 

・阪西 貴子会員 4 月 15 日 

・丸子 勝基会員 4 月 16 日 

 

例会プログラム 

４月２５日「地区研修協議会の報告」 

次年度会長・幹事、出席の各委員長 

     定例理事役員会 

５月 ２日例会取止め（定款８条１節により） 

   ９日「台中文心ＲＣ訪問の報告」 

      会長、黛国際奉仕委員長 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  伊倉 正光ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 池之上 和哉会員   

ゲ ス ト   鎌田 英洋氏（新会員候補者） 

        三留 正浩氏（  〃   ） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：瀬戸 裕昭 副委員長：池之上 和哉 

 委員：中里 和男、永保 固紀、竹田 繁 

    小崎 直利、大坪 征弘、大井 達 

    中山 徹男、藤本 恵介、山崎 順子 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 

３７名 ３３名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(4/4) 

０名 １００％ １００％ 


