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●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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

  

      今年最終の卓話が私に回ったようで、大変光 
栄です。最後を飾ることは難しいですが、精一 
杯やらせていただきます。 
しばらく考えましたが、卓話のテーマが見つ 

からず、12 年前に一度やったイニシエション・ 
スピーチの焼回しです。 
Ｓ社とは「住友 3Ｍ社」のことです。私は約 

30 年、住友 3Ｍに勤務した後、起業して、住友 
3Ｍの特約店として、今年で 15 年、計 45 年の 
間、住友 3Ｍ社と関わっています。この 45 年に 
ついて、この 30 分で纏めたいと思います。 

1960 年 2 月、日本ミネソタスリーエム株式 
会社としてスタートしました。                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
丸子 勝基 

同年 6 月、相模原地区に 98400 ㎡の土地購入、 
翌月、工場建設。今の橋本五差路にある相模原 
事業所です。操業開始が 1961 年 3 月で、1962 
年に住友スリーエムと社名変更。スリーエム 50 
％、日本電気 25％、住友電工 25％の出資比率。 
 私は 1970 年 2 月に入社しました。当時の売 
上げは 130 億円、経常利益率が 13％、社員が 
約 1200 名でした。 

入社したきっかけは朝日新聞の求人広告です。 
人生を決める鍵は出会い、縁です。28 歳のあの 
日、たまたま見た新聞の求人広告に「住友スリ 
ーエム 原価部員募集」とあり、当時、会計士を 
志していましたが、受験科目に原価計算があり、 
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勉強にもなるかなと思い、就職しました。当時は、 
住友スリーエムは創立 10 周年を迎える若い会社 
でしたので、毎年、何十人と中途採用していまし 
た。50 人もいる原価部に所属しました。生意気 
で正義派、破天荒な男でしたので、よく部長と衝 
突しました。よくクビにならなかったと思います。 

試用期間終了面接、製品別月次損益計算書を巡 
る上司とのトラブルで１週間後、内部監査室に異 
動。内部監査室では不正の摘発、内部統制システ 
ム適正性、業務の効率性の勧告などを 12 年間、 
監査しました。この間、会計監査、在庫、倉庫管 
理、生産管理、人事管理、技術、特許管理、支店 
管理、保険、販売管理、受発注管理など殆どの業 
務について監査し、あるべき姿と実態を対比し、 
改善勧告をしました。 

私の監査報告書は、“丸子レポート”と言われ、 
関係者から恐れられたり、感謝されたりして、ト 
ップマネジメントからは、一定の評価を頂いてい 
たと思います。どんな厳しい内容のものでも報告 
書をトップに提出する前に、関係部長達との討議 
と合意を得て、根回しをしながら、改善勧告の仕 
事をしました。 
一方、監査業務が 12 年も続いたため、悪いク 

セが今も治りません。一つは、不正やあるべきで 
ない現象に対して、非常に敏感に反応してしまう 
ことです。マズイことはマズイと、すぐに反応し 
てしまう悪い癖がつきました。自分には大変甘い 
のですが、変なところで変な正義感にとらわれま 
す。これも監査が長すぎたせいだと言い訳してい 
ます。ロータリー13 年目ですが、この点は、なか 
なか直せません。 

しかし一方、いろいろな部門で監査をしたので、 
良い勉強になりました。監査ではいろいろなこと 
がありました。統括販売部長の交際費、保険の監 
査では 2 千万円の機会損失を防ぎました。 

監査時代は、誰からも仕事の催促はありません。 
誘いもありません。それでも私の手帳はスケジュ 
ールが結構埋まっていました。誰からもアフター 
ファイブは誘いが無いので、自分から個人的な会 
合、県人会、大学 OB 会、たまたま会、いろいろ 
な部門から話の判る同世代の仲間を募り、勉強会 
と称して酒飲みやビデオ鑑賞など、毎晩のように 
 

 
 

飲んで、楽しんでいました。 
私を監査部に移した当時の部長は、既に常務取 

締役になっていましたが、その人から今度は山形 
で納期トラブル解決の仕事をしてほしいと言われ、 
山形工場で生産管理、品質管理、在庫管理、外注 
管理を 5 年間、激動の 5 年間でした。外注のおば 
さん作業者に品質管理の話をし、QC サークルと 
いう小集団活動を持ちかけ、全社的な QC サーク 
ル発表会を企画し、開催しました。これは今でも 
続いているようです。 

1980 年代後半のバブル経済真只中は、猫の手も 
借りたい大変忙しい時でした。身体的にハンディ 
のある方々だけの会社を友人に作ってもらい、そ 
こに組み立て作業をお願いしたりすることもしま 
した。早朝から深夜まで 365 日仕事、仕事でした。 
静かな世界だった監査部の時代から激動の時代 

の 5 年間でした。その後、本社に戻り、マーケテ 
ィング部で、今度は新製品の市場導入や事業計画 
の作成などを色々経験できました。 
最後に希望を出して、現在扱っているガラスフ 

ィルムの営業を 2 年間経験し、30 年が過ぎました。 
この 30 年間に 7 つの業務を経験しましたが、これ 
は非常に珍しく、私以外いないでしょう。 

1998 年 6 月、15 年前になりますが、独立支援 
制度を申請し、特約店の資格を取得し、早期退職 
しました。資本金 5 百万円、有限会社サンマルコ 
で八王子市の自宅でスタートしました。56 歳でし 
た。毎日一人で営業に出掛けました。 
お蔭様で先日、創立 15 周年の式典を住友スリー 

エムのお歴々をお迎えして、45 年間の感謝を込め 
た形で執り行うことができました。会社はまだ 15 
年なのですが、私と家内は住友スリーエムと出会っ 
て 45 年、お世話になっていますので、その気持ち 
を住友スリーエムに伝えたいという思いでした。 
現在、住友スリーエムの 2012 年売り上げが 2351 
億円、社員数は約 3000 名です。 

話は変わりますが、来年からガラスフィルム技 
能者養成所というものを開くことにしました。ガ 
ラスフィルムの職人を増やそうと、1 月 10 日にメ 
ーカーや工業会の方もお呼びし、開所式を企画し 
ておりますので、皆さんの関係者の中でも技能者 
になって仕事をしたいという方がおりましたら、↗ 

 



 

      

    いつでも声をかけて頂きたいと思います。これは 

私の職業奉仕の観点からも、何とか成功させたい 

と考えております。ガラスフィルム職人は、割の 

いい職業です。一人でも独立できるし、業界のレ 

ートが悪くありません。  

Ｓ社と出会って 45 年、女房と出会って 45 年、 

ロータリーに入って 12 年、お蔭様で健康な生活 

を送らせて頂いています。せめて、あと 10 年は 

現役で頑張っていたいと思います。 

 （紙面上、一部要約にて掲載） 

 

 

 

     皆さん、今年もいよ 

いよ押し迫ってきまし 

たが、如何お過しでし 

ょうか？ 

先週ご報告させて頂 

きました件で、本日が 

「敦煌酒楼」さんでの 

最終例会となります。 

大変お世話になりました。李会員のご配慮、本当 

に有難うございました。今後も各事業所単位で、 

またプライベートでもご愛顧頂ければと思います。 

     前半戦をおおかた終えまして、ホッとしている 

自分がおります。今週末の家族例会で、折り返せ 

ると思うと、なぜか顔がゆるむ感じが否めません。 

しかし、まだ往路。すぐに復路をひた走らなけれ 

ばなりません。何せ後追いでこなして来ただけで、 

最初と何ら変わりないものですから、問題はまだ 

まだ山積しております。自分自身に活を入れたい 

と思います。 

 そんな思いで何か情報をと、『ロータリーの友』 

をパラパラめくっていたところ、「日本の会員数 

は？」という活字に目が留まりました。 

1905 年 2 月 23 日、シカゴの 3 名から始まった 

のは言うまでもありません。日本で創立されたの 

が 1920 年 10 月 20 日、東京 RC。これも言うま 

でもありませんが…。 

 

 

 

チャーターメンバー24 名だそうです。その後、 

どんどん膨れ上がって 76 年間経た後には、最大 

13 万 982 名が最高到達点だそうです。(1996 年。 

知らなかった・・) 

それからは右肩下がりで、2000～01 年には 12 

万人を下回り、2007 年頃には、10 万人を割って 

しまいました。2011 年 6 月には 9 万人を切り、 

現在 2288 クラブ、88,540 名(9/30現在)だそう 

です。 

そんな中、不思議とクラブ数の減少は会員数ほ 

ど急激ではないようで、ほぼ横ばい状態です。こ 

れを見た時、「合併・統合」と言うワードが頭をよ 

ぎりました。クラブ会員数が減少しているのに、 

クラブ数だけが温存している事に漠然と違和感を 

感じました。 

 一方、相模原中 RCはどうかを見ますと、1992～ 

93年度が最大で 80名と記録されております。日 

本全体が最大だった 1996年の在籍は 73名でした。 

12万人を割った時は(2000年)59名。10万人を 

割った時は(2007年)41名。2007～08年は増減が 

－2名でしたが、それ以降、毎年、4年連続でマ 

イナスが続いて、昨年ようやく増減±0で下げ止 

まり？ ました。(でも内容は入会 2名、退会 2 

名。そう、元北 RCの伊倉会員と松本会員の加入 

で下げ止まった感じです。） 

 先程、違和感を感じるなどと発言しましたが、 

努力無くしての加入によって保たれた現状を真摯 

に受け止め、やはり「増強」に取り組むべきと強 

く感じました。 

昨年度の「SAKUJI（サクジ）大作戦」に引き続 

き、今年度は「サクセス･ジャパン大作戦」が展 

開されています。(よく知りませんでしたが・・ 

サクセス・ジャパン→サクジ作戦) 

2014～15年度末までに 10万人を達成しようと 

しています。ある会員からは、早くから増強活動 

グループの分担組織表などもお預かりしておりま 

す。そう言った方々の協力を得ながら、後半戦を 

走破したいと思います。活が入ったところで「会 

長の時間」を終ります。 



                        

 
 
 
●一戸 徳雄君（相模原東ＲＣ） 
 お邪魔します。すっかり寒くなり、本年も残す 
 ところ二週間を切ってしまいました。後悔ばか 
り多い年でしたが、まだまだ諦めずにやるべき 
ことをやって、良い年を迎えたいと思います 

●瀬戸会長、豊岡幹事 
①本日卓話の丸子さん、職業ショートスピーチの 
 田後さん、宜しくお願いします。 
②「敦煌酒楼」さんでは、最後の例会となります。 
 有難うございました。 
●丸子 勝基会員 
 本日は若い時の恥かしい話を中心に、卓話させ 

て頂きます。聞いた後は、すぐ忘れて下さい。 
    ●竹田 繁会員 
    ①入会記念日祝の永保さん、加賀さん、おめでと 
     うございます。 
    ②先週は家内の誕生日祝を頂き、有難うございます。 
    ●櫻内 康裕会員 
    ①お祝の皆さん、おめでとうございます。 
    ②卓話の丸子さん、ショートスピーチの田後さん、 
     金沢さんの報告、宜しくお願いします。 
    ③先週の分（妻の誕生日祝）のスマイル、本日、 
     させて頂きます。 

●神田 達治会員 
    ①12 月お祝の永保会員、加賀会員おめでとうござ 
     います。 
    ②卓話の丸子さん、ショートスピーチの田後さん、 
     楽しみにしています。 
    ③金沢さん、遠路ご苦労様でした。 
    ●金沢 邦光会員 
     MAKATI POBLACION RC のメンバーと食事 
     会をし、寄付金を預けてきました。大変喜んで 
     いました。ご協力ありがとうございました。 
    ●西島 満会員 

①入会記念日祝の永保さん、加賀さん、おめでと 
     うございます。 

②卓話の丸子さん、職業スピーチの田後さん、楽 
 しみです。 

 

 
 
●田所 毅会員 
①丸子さん、卓話楽しみです。 
②田後さん、ショートスピーチよろしく！ 
③本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
●横溝 志華会員 
①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
②丸子会員、田後会員、楽しみにしています。 
●小野 孝会員 
①お祝の永保さん、加賀さん、おめでとうござい 

ます。 
②卓話の丸子さん、ショートスピーチの田後さん、 
 楽しみにしています。 
●江成 利夫会員 
①本日、卓話の丸子会員、宜しくお願いします。 
②ショートスピーチの田後会員、宜しくお願いします。 
●阿部 毅会員 
①本日の卓話の丸子会員、ショートスピーチの田 
 後会員、宜しくお願いします。 
②入会記念日の永保会員、加賀会員、おめでとう 
 ございます。 
③金沢会員、マカティーRC の件ご苦労様でした。 
●菊地 啓之会員 
①本日の丸子会員の卓話、ショートスピーチの田 
 後会員、宜しくお願いします。 
②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
●最住 悦子会員 
①12 月の入会記念日祝の皆様、おめでとうござ 
 います。 
②丸子さん、卓話楽しみにしています。 
●佐々木 敏尚会員 
①本日入会記念日祝の永保さん、加賀さん、おめ 
でとうございます。  

②丸子さん、本日の卓話楽しみです。宜しくお願 
 い致します。 
●田後 隆二会員 
①入会記念日祝の永保さん、加賀さん、おめでと 
 うございます。 
②丸子さんの卓話楽しみですが、途中早退します。 
 スミマセン。 

今年度のスマイル累計額 ４９３，１００円 



 
 

     

 

 

金沢邦光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

当クラブ会員皆様からの募金 121,000円とクラ 

    ブ奉仕会計から 79,000 円で計 200,000円を、先 

    週、フィリピンのマカティ・ボブラシオン RCに 

    持参しました。 

     今回は公式な訪問ではなく、私が仕事でフィリ 

ピンに行くことになったため、その際に立寄った 

形になりました。ボブラシオン RCの例会は木曜 

で、私の仕事の日程が月～水曜でしたので、火曜 

に「夕食会」を開いて頂き、その席でお渡ししま 

した。当日はボブラシオン RCからは会員 8名が 

出席され、会長やパスト会長、リーダー格のモレ 

ナさんも来てくれました。 

 ボブラシオン RCには、前年度会長のライアン 

氏と他に 1名、計 2名のレイテ島出身の会員がい 

て、町はほとんど壊滅状態だということでした。 

ライアン氏は先週も大工道具を持参して、レイテ 

島に行って来たそうです。 

 今回の支援活動は、市役所に勤めている会員が 

中心となっていて、私たちの支援金は「小学校の 

建物の修理」に使われる予定ということでしたが、 

まだまだ復興活動は先のことなので、また詳細が 

判りましたら、報告しますとのことでした。 

 ボブラシオン RCとは丸子会長年度に、貧困家 

庭の子供達への給食支援で合同事業を行い、当ク 

ラブから 2回、現地視察に行きましたので、2011 

年春頃に日本に来ることになっていましたが、東 

日本大震災が発生して、取止めとなりました。↗ 

 

 

 

今回の訪問後に、丸子会員の方にモレナさんか 

らメールがあり、できれば来年春頃に来日したい 

と連絡があったようです。今回の支援金の使途は 

その時にでも報告してくれればと思っています。 

また当日の写真を回覧させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜米山奨学生 王さんよりご挨拶＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

先月、自動車教習所に通っているとお話しまし 

たが、一週間前に仮免許を取りました。今、就職 

活動があまり順調でなかったのですが、仮免許が 

取れたので、これからも頑張って、また自分も成 

長していきたいと思います。  （概要にて） 

  



 

 

    

田後 隆二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     お手元に「行政書士会」のパンフレットをお配 

りさせて頂きました。○○士という名前が付く職 

種はかなりありますが、よく「行政書士」の仕事 

とは何ですか？と聞かれます。 

 パンフレットには、①～⑬まで行政書士が扱っ 

ている内容が記載されていますが、これだけある 

と、ひと言では説明できません。また一つの事務 

手続きが縦割りでもあり、弁護士や税理士、司法 

書士などとも連携する水平割りでもあります。 

 よって何か困った問題がありましたら、まずは 

行政書士にご相談下さい。   （概要にて掲載） 

①遺言書作成と相続手続き 

②成年後見に関すること 

③クーリング・オフ 

④内容証明書の作成 

⑤契約書の作成に関すること 

⑥交通事故に関すること 

⑦建設業に関すること 

⑧土地利用に関すること 

⑨法人に関すること 

⑩国際業務に関すること 

⑪自動車・物流に関すること 

⑫営業許認可・事業に関すること 

⑬著作権に関すること 

        

●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 

 

 

 

・永保 固紀会員 １９７８年１２月１２日 

・加賀 治夫会員 １９９４年１２月２０日 

 

報告事項  

＜１２月１３日 会長幹事会の報告＞ 

 特に重要な報告はありませんが、来年 2月 14～ 

15日開催の「新会員の集い」に登録の依頼があ 

りました。対象者は、2011年 7月以降の入会者 

となりますので、宜しくお願い致します。 

 

例会プログラム 

１２月２４日→２１日（土）移動例会「年末家族会」 

     18:30～点鐘・例会 18:50 頃～パーティ 

     「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」にて 

＜例会場が市民会館に変更＞ 

   ２１日クラブ協議会「後半の活動に向けて」 

      定例理事役員会 

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  「我らの生業」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

 ビジター   一戸 徳雄君（相模原東ＲＣ） 

 ゲスト    王 爽さん（米山奨学生） 

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   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 ２６名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

２名 ９２．８６％ １００％ 

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

