
第 1965 回例会 

７月 17 日 №３ 

 

●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 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○会社概要 有限会社中村電機 

設立：1971 年 9 月 資本金 300 万円 
住所：252-0331 相模原市南区大野台 4-3-28 
代表取締役：中村 勝彦 
HP：http://www.namaele.jp/ 
役員 2 名、従業員 3 名（制御設計者）、パート 2 
名（製造、事務） 

    〇事業内容 

     一品ものに特化した、産業ロボットの電機制御 
（主に PLC 制御）を設計から製作、最終調整 
までといった産業用ロボットをコントロール

する仕事です。 
    〇中村 勝彦とは 

     生年月日：1971 年（昭和 46 年、いのしし年） 
8 月 15 日、現在 46 歳。 

 

 
    

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＰＰ資料より一部掲載） 

中村 勝彦 

家族：嫁、娘 2 人の女系 4 人家族。嫁は同い年、 
長女 19 歳（大学 2 年）、次女 15 歳（高校 1 年） 

プロフィール：みどり幼稚園、向陽小学校、小 
 山中、大沢高校、町田工科ビジネス専門学校 
 で学び、その後、朝見工務店に就職。５年間、 
 現場監督員として勤務、そして現在の中村電 
 機へ転職、41 歳で社長就任。 
 社長就任と共に青工研入会、人生の転機！！ 
○産業ロボット 

の仕事は 

 
 
 
 
 
 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 

http://www.namaele.jp/


 
 

○コントロールはどうやってするの？ 

  ↓ 

○産業ロボットのコントロールは（概念図） 

 

 

 

 

 

 

コントローラー＝「制御盤」という物を作ります。 
 

○制御盤とは？ その１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○制御盤とは？ その２ （フタを開けると） 

 

 

 

 

 

 

 

○制御盤とは？ その３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○制御盤はこんなところで使われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中村電機では、こんなものもコントロールする 

ことができます。（多軸多関節ロボット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから中村電機の仕事は人手不足を補うため 
に、いろんな工場で必要不可欠なものになります。 
 産業用ロボットをコントロールすることで、い 
つもワクワクしているのですが・・、ちょっと遊 
び心のある「ワクワク」するものが作りたいな～。 
ワクワクを探しに行きました。（秋葉原へ） 
何かないかな～と、ネットでも。面白い自販機 

だな～ ん？うちに似たようなのあるな・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
なんて、思っていたら「ワクワク」するもの作っ 
ちゃいました！！ 名付けて 
「痛盤」？「イタバン」？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ただ単に、ノリと勢いでワクワクして作っちゃ

たので、ここからの展開をこれからしっかり考え

ます。そんな会社の社長である私ですが、ワクワ

ク感を大事にして、これからも楽しいものづくり

をしていきます。 

 

 

     本日 7月 17日は「漫画 

の日」だそうです。1841 

年のこの日、イギリスで 

絵入りの風刺週刊誌「パ 

ンチ」が発刊されました。 

人々の生活、文化、政 

    治を風刺した挿絵により、 

    人気を博し、終刊になる 1992年まで、なんと 151 

年間も発行されました。この事から、後に制定さ 

れたそうです。 

     今年も東京ビッグサイトで開催の「IGAS2018」

という印刷の展示会があり、ドイツの「drupa（ド

ルッパ）」という世界最大の印刷の展示会に次ぐ

アジアでは一番の展示会になっております。 

25年位前の事でしょうか、当時、私は神奈川の

組合より、IGAS のお手伝いに委員として派遣され

ており、その頃、「同人誌の即売会」をしたいの

でブースをお借りしたいという話がありました。 

我々の業界で若干ですが、シール、ステッカー

の仕事を頂き始めた頃だったと思います。 

 

 

 

展示会当日はスーツを着た印刷関係者の中に、 

“コスプレイヤー”や“オタク”が混じって入場 

してくる、今までに無い不思議な光景を今でもハ 

ッキリと覚えております。 

 現在「IGAS」は出店規模は 350社、入場者数は 

56000～58000名で、かつては 10万人以上の入場 

者がありましたが、大変残念な事に業界の縮小と 

共に小さくなってしまいました。 

かたや「スーパー・コミック・シティ」とタイ 

トルを変え、出店規模は 1000社以上、入場者数 

は 10万人以上と秋葉原を聖地とする“オタク文 

化”と共に発展し、今では東京ビッグサイトのゴ 

ールデンウイークのメインのイベントに発展され、 

日本のアニメは立派な輸出品にもなっております。 

 先週末 14日（土）9時～「相模原中 RC旗争奪 

第 18回相模原市少年野球ジュニア大会」開会式 

に総勢 10名で出席してきました。33度という猛 

暑の中、出席の皆様には大変感謝申し上げます。 

ちなみに、この大会は 5年生以下のメンバーに 

よる各地区の代表、16チームのトーナメントによ 

る大会で、中には巨人軍の菅野投手が所属したチ 

ーム、卒業生には甲子園出場選手を輩出している 

すばらしい大会となっているそうです。恒例の始 

球式は新入会員の河野会員にお願いし、入会時の 

公約でした「入会すれば始球式出来るよ！」とい 

う約束を果たすことも出来ました。 

河野会員にはグローブ持参で肩を作り、素晴ら 

しい投球ありがとうございました。今後とも横江 

会員、河野会員には始球式の方、お願いする事が 

あると思いますが、宜しくお願い致しますね。 

また大会役員の皆様とお話させて頂き、もちろ 

んクールビズですが、近年の猛暑という状況を考 

え、襟が付いていれば良いので、ポロシャツ等で 

ご出席下さいとのお話を頂きました。閉会式は 21 

日（土）で、佐々木幹事が閉会にあたり祝辞を行 

いますので、開会式同様、沢山の会員の皆様の出 

席をお願い致します。 

 最後に、先週の 10日（火）に会長幹事会があ 

り、脇ガバナー、杉岡ガバナーエレクトも出席さ 

れ、いつもとは違う会でありましたが、時間の都 

合により、次週ご報告させて頂きます。 

 



 

 
      

 

 ●早川会長、佐々木幹事 

①本日入会式の大槻さん、相模原中 RCにようこ 

そ！一緒にロータリーを楽しみましょう！ 

    ②結婚記念日祝の大塚さん、おめでとうございます。 

    ③イニシェイションスピーチの中村さん、宜しく 

お願いします！  

●中里 和男会員 

①先週は家内の誕生日祝を戴き、ありがとうござ 

いました。 

②皆様、暑さに留意して下さい。 

●大塚 正浩会員 

①結婚記念日のお祝、ありがとうございます。20 

 年になりました。21年を目指して頑張ります。 

②新入会員の大槻さん、ようこそ♪ 

③卓話の中村さん、宜しくお願いします。 

    ●藤本 恵介会員 

    ①大槻さん、入会おめでとうございます。待ちに 

     待っていました。一緒にロータリーを楽しみま 

     しょう。 

    ②中村さん、イニシェイションスピーチ頑張って 

     下さい!! 

●㝡住 悦子会員 

①暑い中、少年野球大会・開会式にご出席の皆様 

お疲れ様でした。 

②大塚さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 

③中村さん、イニシェイションスピーチ楽しみに 

しています。 

●金沢 邦光会員 

①諸隈さん、司会デビューです。落ち着いて！ 

②大塚さん、結婚記念日おめでとうございます。 

20年間、良くもったねぇ。 

    ●田後 隆二会員 

    ①大槻さん、入会おめでとうございます。 

    ②大塚さん、結婚記念日おめでとうございます。 

    ③中村さん、楽しみです。 

    ●大井 達会員 

①大塚会員、結婚記念日祝おめでとうございます。 

②中村会員、イニシェイションスピーチ、1人で 

すが、頑張って下さい。 

 

 

 

 

 

●甲斐 美利会員     

①大槻実さん、入会おめでとうございます。ロー 

タリーを楽しみましょう。 

②中村勝彦さん、イニシェイションスピーチ楽し 

みです。 

●池之上 和哉会員 

①大槻さん、入会おめでとうございます。宜しく 

お願いします。 

②大塚さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 

③中村さん、イニシェイションスピーチ楽しみです。 

●藤原 利夫会員 

結婚記念日祝の大塚会員、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

①暑中お見舞い申し上げます。 

②結婚記念日祝の大塚さん、おめでとうございます。 

③イニシェイションスピーチの中村さん、楽しみ 

 にしています。 

④大槻さん、入会おめでとう。 

●櫻内 康裕会員 

①結婚記念日祝の大塚会員、おめでとうございま 

 す。明日、忘れないようにね。 

②大槻さん、入会おめでとうございます。 

③イニシェイションスピーチの中村さん、宜しく。 

●豊岡 淳会員 

①大槻さん、入会おめでとうございます。ロータ 

リーを楽しんで下さい。 

②大塚さん、結婚記念日おめでとうございます。 

③中村さん、イニシェイションスピーチ楽しみです。 

●伊倉 正光会員 

①大槻さん、当クラブへようこそ。 

②中村さん、イニシェイションスピーチ楽しみにして 

います。 

③大塚さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①まずは大槻会員の入会おめでとうございます。 

 楽しんで下さい。 

②イニシェイションスピーチの中村会員、今日は 

 楽しみです。と言いつつ、職業奉仕で早退しま 

 すので、残念ですが、週報で読ませて頂きます。 

 



 
     

     

初めまして、本日よ 

り入会させて頂く大槻 

です。本業は金属加工 

を主にやっております。 

先日、オブザーバー 

で例会に出席させて頂 

きましたが、また個人 

的なことは、おいおい 

に知って頂ければと思 

います。趣味はマラソ 

ン、登山など体力的なことは得意です。これから

宜しくお願い致します。   （概要にて掲載） 

氏名：大槻 実 

生年月日：1975 年 3 月 13 日（43 歳） 

事業所：（有）大槻鈑金工業所 

     相模原市緑区橋本台 1-30-10 

事業内容：精密板金、試作板金、製缶等 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         日時：７月２１日（土）１５：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

○ロータリーの友７月号紹介  

 公共イメージ委員長       池之上和哉 

今年度、公共イメージ 

委員長となり、ロータリ 

ーの友を真剣に読んだの 

は初めてです。 

7月は新年度というこ 

とで、横書はバリー・ラ 

ジンＲＩ新会長の挨拶か 

ら始まって、紹介ページ 

が大半です。RI新会長は、 

バハマ出身とありますが、皆様はバハマがどこに 

あるかをご存知でしょうか？ 

アメリカ合衆国のフロリダ半島とキューバの間 

ぐらいにある小さな島国です。「泳ぐブタ」で知 
られていると掲載されていて、検索してみました 
ら本当に海を泳ぐ豚が観光にもなっている良い国 
だなと思いました。 
 RI テーマの「インスピレーションになろう」 
は、私にはしっくりこないのですが、「鼓舞させ 
る人、励まし奮い立たせる人」などの意味もあり、 
そうした捉え方なのかなと思います。 
 P22～「ガバナーの横顔」では当地区の脇ガバ 
ナーが P34 に掲載されています。紙面によると、 
ホッとするのはフルートを吹いている時、動物に 
例えると「カモメ」だと掲載されています。 
本日は時間の関係で、以上とさせて頂きます。 

（概要にて掲載） 

 

 

場所：「ひばり球場」 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 優 勝：相武台レッドジャガーズ 

      準優勝：ひのきビートルズ 

 



 
 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①「米山月間」（10 月）卓話についてのお願い 

米山奨学生や、米山学友が地区米山委員と共に

お伺いし、卓話を通じて米山奨学会の制度や意

義をご理解頂きたく、各クラブの要望に沿って

準備したいと考えております。貴クラブの米山

月間の予定をご回答お願い致します。卓話派遣

を希望するクラブはご記入の上、ご提出下さい。 

②「ロータリー財団月間」（11 月）卓話依頼の件

例年通り、卓話依頼を受付致します。11 月以外

の月でも構いません。地区委員の卓話を希望さ

れる場合は具体的な内容をご記入下さい。財団

学友を希望される場合は、できるだけ夜間例会

にお声掛け下さい。第１次回答締切日は 8月 20

日となります。 

２．相模原西 RC より、例会時間変更のお知らせ

（詳細は回覧にて） 

     毎月第 2・4・5週水曜日 12:30～13:30 

     第 1水曜日 19:00～20:00（食事は 18:30～） 

       第 3水曜日 19:00～20:00（食事は 18:00～ 

フリードリンク制） 

    ※ビジター費は 2,500円（但し、第 3水曜日のみ

5,000円） 

    会場 「ホテルセンチュリー相模大野８Ｆ」 

（第 3水曜のみ、レストラン・ボンロサージュ） 

 

例会プログラム 

７月２４日「会員増強セミナーの報告」 

          担当：会長、増強委員長 

         ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生 山本氏ご挨拶 

      ３１日例会取止め（定款８条１節により） 

    ８月 ７日ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 河野 崇会員 

    定例理事役員会 

 

●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 

 

 

 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大塚 正浩会員 

 7 月 1８日 

 

 

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  諸隈 武 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 田後 隆二会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎 直利 

 委員：川合 貞義、田所  毅、櫻内 康裕 

    田後 隆二、中山 徹男、高本 昌敏 

横江 利夫、山之内 洋、河野  崇 

中村 勝彦 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 
３７名 ２９名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/3) 
５名 ８６．１１％ ９７．１４％ 


