
第 1754 回例会 

12 月 10日 №22 

 

●姉妹クラブ 

 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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

さがみはら産業創造センター 

本日は卓話にお招き頂き、有難うございます。 

     私はロータリーでお話するのは初めてですが、 

大変楽しい会だと思いました。 

 簡単に自己紹介させて頂きますが、1956年生 

まれで 57才、出身は西伊豆で、父は漁師です。 

相模原市役所に勤めていましたが、その時に関 

わった、このセンターの仕事をやり遂げようと 

49才で退職して、センターに入社しました。 

 本日は、このセンターの内容を紹介し、また 

少しＰＲもさせて頂きたいと思います。お手元 

に資料をご覧下さい。 （以下、資料より抜粋） 

○㈱さがみはら産業創造センター（SIC）とは。 

 起業家や新分野進出を目指す、中小企業の皆 

      

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
専務取締役 山本 満 

さんのパートナー企業として、相模原市、中小 

企業基盤整備機構及び民間企業の出資により、 

平成 11年に設立されたインキュベーションセ 

ンター（起業家育成施設）です。 

＜サポート内容＞ 

○ラボ・オフィス 

・創業、新分野進出の拠点に 

・研究開発の拠点に 

・ものづくりの拠点に 

○販路開拓 

・台湾ビジネスサポート事業 

○投資 

・株式公開を目指す成長意欲の高い企業に投資 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

  

    ○人材育成  

    ・経営塾 

    ・職場リーダー養成塾 

    ・経営者セミナー 

    ・子どもアントレプレナー体験事業（小学生対象： 

     会社を起すことから決算までを疑似体験） 

    ・SICアントレ・インターンシップ 

     「子どもアントレプレナー体験事業」を大学生・ 

     大学院生・専門学校生が企画運営。 

    ○連携・研究開発 

    ・燃料電池研究会 

    ・さがみはら表面技術研究所 

    ・首都圏南西地域商業活性化フォーラム 

    ○経営サポート 

    ・創業準備支援 

    ・入居企業・地域企業支援 

 

では、日本と台湾とは深い繋がりもあり、アジ 

ア市場を目指す「日台 環境・建築ビジネスマッ 

チング」について、少し PRさせて頂きます。 

 多くの台湾企業が、高品質な建築材料や先進的 

な環境関連機器を持つ日本企業と組んで、アジア 

へ進出することを望んでいます。 

 そこで、日本の T-BISC（全国各地の産業振興機 

関）と、㈶台湾建築中心（建築材料・工法の評価 

認定や業界振興の機関）が連携して、環境配置型 

の建築材料・建築工法、環境関連機器に関するビ 

ジネスマッチングを 2014年 3月 5～6日に台北で 

開催します。 

 また今月 13日には、「台湾環境関連製品発表会・ 

エコプロジェクト」を東京の機械振興会館にて開 

催します。資料はお手元に配布してありますので、 

ぜひご興味ある方はご参加下さい。 

 このように当センターは、いろいろな事業をし 

ておりますが、この頃つくづく感じるのは企業も 

日本の中だけでは成長が厳しい現実があります。 

アジアの中で活躍できる場として、今は台湾を 

    中心に活動しています。台湾は人件費が高いとい 

    うイメージもあるようですが、アジアで組む相手 

    としては信頼がおけると思います。ネット等の普 

    及で世界が小さくなって、楽しみでもある反面、 

厳しい環境でもあります。  （一部、概要にて掲載） 

 

 
 

 

田所 毅 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職業分類は機械加工業となっており、総合機械 

加工メーカーです。会社は、昭和33年に父が(有) 

相模工機所として上溝に設立しましたが、当時は 

周りは畑で、工場などありませんでした。 

 昭和45年に相模原機械金属工業団地に移転して、 

それからバブルやリーマンショックなども乗り越 

えてきました。昭和60年に㈱相模工機所となり、 

代表取締役に就任しました。そして多品種少量生 

産にも対応するため設備等を入れ替えたりして、 

20年以上掛かりました。 

 平成に入り、市や県の優良工場として表彰をし 

て戴いたり、ここ最近ではISO9001や14001を認証 

取得して環境保全にも貢献し、効率良く事業を実 

現してきました。 

 また事業承継も他社に勤めていた長男が当社に 

入社して6年目になり、数年後にはバトンタッチし 

たいと考えております。    （概要にて掲載） 

  

  

だいぶ暮れも押し迫り、 
何かと忙しい日々かと思 
いますが、体調管理は特 
にこれから暮れに掛けて 
お酒の席等が多くなりま 
ので、くれぐれも飲み過 
ぎにはご注意を・・なん 
て少しも思っておりませ 
ん！ここにおられる方々は飲み過ぎの域を脱して 
いる方ばかりですから。私の言わんとしている所 
 



 
 

は、くれぐれも他の方に迷惑を掛けない・巻き込 
まないようにと注意を促したいと思います。 
「人の靴を履いて帰ってきた」、「人のコートを着 
て帰って着た」とか、この辺はまだ良いものです 
が、「人の鞄を間違えて持って帰ってしまった」、 
「手ぶらで出掛けたのに、帰りに鞄を持って帰っ

た」など。更に上級編になると「朝、起きたら血

まみれだった」、「見ず知らずの方が隣で寝てい

た」、「仕方ないから朝食をとらせて出勤させた」

などは自覚症状が無い分、非常に厄介で、今苦笑

いをされてる方は要注意です。ロータリアンらし

い振る舞いを心掛けましょう。以上、事実にも基

づいて報告させて頂きました。 
 先週、先々週と、フィリピン台風災害支援の募 
金をさせて頂き、お陰様で計￥121,000 集まりま 
した。クラブ奉仕会計からも充当し、合わせて 
￥200,000 をマカティーポブラシオン RC に持参 
して頂きました。ちょうど今日、先方に金澤会員 
がコンタクトを取り、例会での寄贈は日程的に難 
しいようですが、クラブ単独で直接に渡すことが 
大きなポイントだと個人的に考えております。皆 
様のご好意に感謝します。有難うございました。 

     今日を含め、あと 2 回で「敦煌」での例会が終 
了となり、李社長には大変お世話になりました。 
12/21 日が家族例会で、今年の例会は終了です。 

よって来年 1 月より市民会館に戻りますが、1/7 
日は取止めで、翌週 1/14 日は新年夜間例会ですの 
で、通常例会は 1/21 日までありません。来年「敦 
煌」来られても例会はありません。だいぶスパン 
が空きますが宜しくお願いします。 （一部要約にて） 
 

 
 

●瀬戸会長、豊岡幹事 
①さがみはら産業創造センターの山本専務、本日 
 はようこそお越し下さいました。宜しくお願い 
 します。 
②職業ショートスピーチの田所会員、楽しみにし 
 ております。 
③ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
●丸子 勝基会員 

     さがみはら産業創造センターの山本様ようこそ。 
 卓話楽しみです。よろしくお願い致します。 

 
 
●江成 利夫会員 
①家内の誕生日祝を戴き、有難うございました。 
②卓話の山本さん、よろしくお願い致します。 
③ショートスピーチの田所会員宜しくお願いします。 
●阿部 毅会員 
①SIC の山本専務さん卓話宜しくお願いします。 
②ショートスピーチの田所会員楽しみにしています。 
③本日は妻の誕生を祝って下さり、ありがとうご 
 ざいます。本日がその日ですので、プレゼント 
 品をそのまま持って帰り、お祝にします。 
●神田 達治会員 
①久し振りの雨です。喉スッキリです。 
②12 月ご夫人誕生日祝の江成さん、櫻内さん、 
 阿部さん、竹田さん、おめでとうございますと 
 お伝え下さい。 
●西島 満会員、菊地 啓之会員 
①12 月のご夫人誕生日の江成さん、櫻内さん、 
 竹田さん、阿部さん、おめでとうございます。 
②ショートスピーチの田所さん、楽しみです。 
●小野 孝会員 
①ご夫人誕生日祝の江成さん、櫻内さん、阿部さ 
 ん、竹田さん、おめでとうございます。 
②ゲスト卓話の山本さん、よろしく。 

③ショートスピーチの田所さん楽しみにしています。 
●最住 悦子会員 
①12 月の奥様のお誕生日祝の皆様、おめでとう 
 ございます。 
②卓話の SIC の山本様お話楽しみにしています。 
●松尾 秋夫会員 
①山本さん、本日は卓話有難うございます。宜し 
 くお願いします。 
②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
●伊倉 正光会員、田所 毅会員 
①山本様、卓話よろしくお願い致します。 
②申し訳ありませんが、所要のため、早退させて 
 頂きます。（伊倉） 
●甲斐 美利会員 
①山本専務、本日は卓話楽しみにしています。 
 宜しくお願い致します。 
②本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 
●田後 隆二会員 
 早退します。スミマセン。卓話、最後まで聞け 
 ず残念です。 



     

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区ガバナー・ノミニー候補者告知の件 

     地区指名委員会は 12月 2日に 2016～17 年度ガ 

バナーノミニー候補者として、佐野英之君（秦 

野ＲＣ）を指名しました。つきましては対抗候 

補者がある場合には、12月 17日正午までにク 

ラブ例会で採択された決議を、ガバナー宛てに 

提出して下さい。（佐野氏略歴は回覧にて） 

②次年度地区カレンダー作成の件 

     次年度（2014年 7月～2015年 6月）に貴クラ 

ブで予定されている創立記念行事、ＩＭなどを 

ご記入の上、12月 20 日までにご返送下さい。 

行事予定の無いクラブも必ずお知らせ下さい。 

 

※移動例会「年末家族会」の出欠表を回覧してお 

りますので、ご記入をお願い致します。 

日時：１２月２１日（土）１８：３０点鐘  

場所：小田急センチュリーホテル相模大野 

       

         例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌酒楼」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

     ゲスト    さがみはら産業創造センター 

 専務取締役 山本 満氏 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

             

●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 中国料理「敦煌酒楼」 

〒２５２－０２３1 相模原市中央区相模原 3-8-22 

TEL 042-750-5188 FAX 042-756-6559 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・江成 利夫ご夫人 １２月 ４日 

・櫻内 康裕ご夫人 １２月 ５日 

・阿部  毅ご夫人 １２月１０日 

・竹田  繁ご夫人 １２月１９日 

＜お祝ショートスピーチ   櫻内 康裕＞ 

本日は家内の誕生日祝を有難 

うございます。先日５日が誕生 

日で、子供達にはプレゼントと 

言っていたようでしたが、私に 

は何も言ってきませんでした。 

ところが、ラインに“ダイヤ” 

と入ってきて、「何のダイヤ?! 

（電車が遅れてるの?・・）と送り返しましたが、 

ちょっとした花を贈りました。（概要にて掲載） 

 

例会プログラム 

１２月１７日卓話 担当：丸子 勝基会員 

  ２４日→２１日（土）移動例会・年末家族会 

     18:30 点鐘・例会 18:45 頃～パーティー 

     「センチュリーホテル相模大野」 

   ３１日例会取止め 

 １月 ７日例会取止め 

   １４日移動例会・新年夜間例会 

      18:30 点鐘「小田原屋」 

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫、阿部 毅 

西島 満、最住悦子、田後隆二 

  http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象 20名） 事前メイク者 

２９名 ２２名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

４名 ８５．７１％ ９６．０％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

