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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

      私が小学校に入学する頃には、父は旋盤２台 

     で２～３人で創業しておりました。当時、相模 

     原はこれといった会社や工場は無く、創業は大 

     変だったと思います。 

相模原は畑や野原が多く、サツマイモの産地 

でした。サツマイモを砕いて、デンプンを作る 

     デンプン工場や飴を作る飴工場があり、その設 

     備や、メンテナンスなどを手掛けていたことを 

記憶しております。 

 当時の旋盤はベルト掛けで、天井からベルト 

で繋ぎ、回転させていました。その後、日野デ 

イーゼル㈱と取引し、現在の日野自動車㈱です 

が、トラックやバスの部品を手掛けていました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田所 毅 

 数年が経過して、厚木の日産自動車との取引 

が始まりました。この頃から長きに亘って、自 

動車のエンジン部品を専門的に手掛けています。 

 注文数量は増え続け、今のような高性能な工 

作機械はありませんので、専用機を製作したり、 

改造して省力化を図って対応していました。品 

質も厳しく、コストも下がる傾向で、対応は合 

理化や省力化しかありませんでした。 

 昭和 50年頃から、「脱自動車」を考え始めま 

したが、設備と人の問題は簡単でなく、現在の 

体制を作るまでには、20年以上の月日を費やし 

ており、荒波を乗り越えて、現在に至っており 

ます。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

      
現在はロボット、サーボ、医療機器、産業機械 

関係で、取引先も多岐にわたっており、また設備 
も小物から大物加工まで、加工可能な設備を取り 
揃えて営業しております。 
 私どもの仕事内容は自動化できない多品種・少 
量生産に特化しているため、社員一人一人が技能 
者、加工のプロにならなければなりません。人材 
育成と確保は重要課題です。 
製造業は管理項目が多く、品質、納期、コスト 

管理は欠かせませんし、営業力も大切な要素です。 
何よりも競争力のある製品を、生み出せれば良い 
と考えています。 
＜社長方針＞毎月 1 回、活動報告会議 
１．作業効率 

 加工品が多岐に亘り、加工者の技術能力が大き 
く作用します。そのため、一人の加工者の製品（月 
に数十点）に掛かる加工時間を設定し、目標時間 
に対し結果がどうか、その作業時間のデーターが 
集計されます。これが、安い競争力のある製品を 
生み出す原点になります。 
２．間接時間 

 機械整備は止めないのがベストです。しかし量 
産加工ではないので、必ず止まります。その時間 
を最小限にするためのデーターです。 
３、出勤率 

 私共は年間休日 112 日で営業しており、これで 
週 40 時間はクリアーしてますが、大手企業は年 
125 日あり、有給も消化すると、2.5 日働いて 1 
日休む計算になります。中小企業は、そこまでは 
如何なものかということで、なるべく出勤率を高

める方針です。 
４．乙材費の削減 

 切削消耗工具、測定器、油類など購入金額目標

を定め、全社員が努力しています。 
５．品質の向上、品質管理委員会（2014 年度目標） 
 取引先の発覚不良件数は月に 1 件以内、製造部

は年間 30 件以下。営業、品質保証部は 20 件以下 
とする。また定期的に測定具の校正とメンテナン

スの実施。 
６．安全衛生委員会 

 4S（整理・整頓・清掃・清潔）パトロールの実 
施、健康管理の呼び掛け 
 

 
 

７．改善提案委員会 

 2014 年度の総提案数 100 件、各個人は年間 5 
件以上素晴らしい内容の提案が提出されます。 
それに対し賞金を出します。 
８．営業報告 

 今後の動向、月次報告、現在の取引先の動向 
９．ＩＳＯ報告 

 ISO9001、ISO14001 の活動報告 
10.社長総評 

 会議の総評とその月の経済動向や製造業を中心 
とした各業種の動向や情報を各新聞紙上や情報誌 
からリストアップし、掲示板に提示する。 
 
 

8 月はＧ公式訪問や千曲 
川 RC 合同例会と多忙な行 
事のなかで、千曲川 RC に 
当地に来て頂き、大変素晴 
らしい会場で花火大会を楽 
しめて、とても良かったと 
思います。では 8 月会長幹 
事会を要約して報告します。 
〇高校生奨学金の件－9/15 日締切で、応募は現 
 在 1 名のみ。面接の上、10/20 頃までに決定。 
〇会員増強の件－第 5 グループでは入会 12 名、 
 退会 4 名。地区全体では 50 名以上の入会あり。 
〇Ｅクラブの件－「かながわＥクラブ」より候 
 補者の推薦依頼。相模原 RC でも設立予定。 
〇地区大会の件－10/18,19 日。横須賀芸術劇場 
 及びメルキューホテルにて。多くの参加依頼。 
〇会長幹事会をメイクと認める件－ガバナー指 
 示の下、地区委員会に準じることで統一する。 

（要約にて掲載） 
＜委員会報告＞ 

〇Ａグループ増強リーダー     伊倉 正光 

 8 月例会で打合せ、8 月中に 
増強活動をしました。私が相 
模原北 RC から移籍したので、 
元北 RC の若手会員を中心に 
当っており、また高齢の元会 
員には息子さんを打診してお 
ります。まだ具体的な結果は 
 



 

 

    出ておりませんが、根気良くアタックしていきま 
す。また阿部会員、早川会員からも候補者名が出 
ていますので、もし候補者とお知り合いの方は、 
ぜひ後押し下さい。 

    〇会員増強委員長        老沼 秀夫 

     皆様の増強活動のご協力に感謝致します。尚、 
    候補者名は各リーダーがまとめて、私まで提出し 

て下さい。同一候補者がいた場合、何人もがアタ 
ックするのはどうかと思いますので、私の方で指 
示させて頂きます。また、今月と来月 10 月は増 
強活動報告の月ですので、宜しくお願いします。 
〇国際奉仕委員長        丸子 勝基 

 今年度は台湾・台中文心 RC を 11 月頃に、マ 
カティ・ボブラシオン RC を来年 3 月頃に訪問予 
定です。今回は有志の方で気軽に行って、今後の 
方向性を進めていきたいと思います。 

    〇相模原市日中交流協会訪中団ご案内 川合 貞義 

     資料をお配りしましたが、第 39 回目の訪中に 
    あたり、短期（3 泊 4 日）と長期（6 泊 7 日）の 

コースがあります。今までは、大半が協会員の参 
加者でしたが、一般の方にもぜひ参加をお願いし 
たいとのことです。日程が地区大会開催日と重な 
りますが、ご検討をお願い致します。 

（委員会報告は概要にて掲載） 
 
 
    ●黛会長、櫻内幹事 
    ①久し振りの晴天、暑さもぶり返しですが、お気 
     をつけ下さい。 
    ②本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 
    ③卓話の田所会員、増強報告の伊倉会員、宜しく 
     お願いします。 

●丸子 勝基会員 
     家内の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 
     最近、小言が多くなって、困っています。 

●瀬戸 裕昭会員 
①本日卓話の田所会員、ご苦労様です。しっかり 

     拝聴させて頂きます。 
②増強報告の伊倉会員、トップバッターですね。 

     宜しくお願いします。 
③本日、妻の誕生日祝を戴きました。本人は喜ん 

     でいるかどうか判りませんが、有難うございます。 
 

 
 
●佐々木 裕会員 

家内のお祝いを戴き、ありがとうございます。 
全く忘れておりました。 

●金沢 邦光会員 
 妻の誕生日祝、有難うございます。今、帰省し 
 ているので、一週間は独身貴族です。品行方正 
 に過ごしています！ 
●田所 毅会員 
①ご夫人誕生日お祝の皆様おめでとうございます。 
②本日、卓話をさせて頂きます。 
●永保 固紀会員 
 先日の移動例会は欠席で申し訳ありませんでし 
 た。千曲川 RC の皆様はお元気でしたか？ 
●老沼 秀夫会員 
①田所さん、卓話楽しみに聞かせてもらいます。 
 頑張って下さい。 
②ご夫人誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 
●伊倉 正光会員 
①田所会員の卓話、楽しみにしています。 
②ご夫人誕生日祝の方々、おめでとうございます。 
●田後 隆二会員 
 ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
 久し振りの晴天ですね。 
●小野 孝会員 
①田所会員、卓話楽しみにしております。 
②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
●竹田 繁会員 
①ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
②田所会員の卓話、楽しみにしています。 
●最住 悦子会員 
①奥様のお誕生日祝の皆様おめでとうございます。 
②田所さん、卓話楽しみにしています。 
③伊倉さん、増強報告宜しくお願いします。 
●江成 利夫会員 
①ご夫人誕生日祝の方々、おめでとうございます。 
②本日卓話の田所会員、宜しくお願い致します。 
●阿部 毅会員 
①本日の卓話、テーマに苦慮しておられましたが、 
 田所会員、宜しくお願いします。 
②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
 奥様は家の柱です。お大事に！！ 

本日のスマイル額 ２４，０００円 
 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①Ｒ財団月間（11 月）卓話及び財団補助金申請に 

関する説明について 

11月財団月間の卓話依頼を受付します。11 月 
以外の月でも構いません。また財団補助金受付 
は 12/1～15 日です。申請を考えているクラブ 
には委員会が説明に伺います。締切：9/19 日 

②２０１５年サンパウロ世界大会について 

     来年 6/6～/9 日までブラジル・サンパウロにて 
国際大会が開催され、当地区はまとまって参加 
する旅行チームを企画しており、日程表と見積 
りを添付します。参加予定の方はアンケートを 
返信下さい。（詳細は回覧にて）  

③渡辺ガバナーより、公式訪問のお礼状が届きま 

した。（詳細は回覧にて） 
  
    ＜理事会報告＞ 

    ①9/16 日移動例会の件（市民会館休館日により） 

     18:30 点鐘「敦煌酒楼」 会費 3,000円 

    ②8/23 日千曲川 RC合同例会の収支報告 

     合同例会不足金 87,300円は親睦委員会費にて 

     負担。マイクロバス経費 46,200円は奉仕会計 

     予備費にて負担を承認。 

    ③市少年野球協会より、協賛大会変更の依頼。 

     新大会名：ジュニアベースボール大会 

     大会時期：7月下旬～8月上旬 

     参加チーム：約 12～16チーム 

     再度、内容を確認し検討する。 

    ④今年度「若葉まつり」の参加について 

     参加を予定する。 

    ⑤「尾崎行雄を全国に発信する会」より後援依頼 

     後援依頼は辞退する。 

例会プログラム 

９月９日クラブフォーラム「クラブ管理運営に 

        ついて」 担当：荻原担当委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・丸子 勝基ご夫人 9 月 1 日  

・佐々木 裕ご夫人 9 月 14 日 

・瀬戸 裕昭ご夫人 9 月 15 日 

・金沢 邦光ご夫人 9 月 19 日 

＜お祝ショートスピーチ    丸子 勝基＞ 

 家内の誕生日祝、有難うございます。65才に 

なったかと思います。結婚して 40年以上一緒 

にいますが、私は家内とは正反対でいいかげん 

な性格なので、最近は小言が多いです・・。 

 うるさいなと思うこともありますが、これも 

愛情表現の一つと思うようになり、笑ったり、 

怒ったりしながら、やっていきます。（概要にて） 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会   江成 利夫 副ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 早川 正彦会員 

出席報告 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２１名 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/19) 

２名 ９２．３１％ ９６．４３％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   荻原 利彦 

●例会場 相模原市民会館「けやきの間」             副委員長    伊倉 正光 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員 佐々木裕、神田達治、松尾秋夫、田所毅 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000            金沢邦光、阿部毅、横溝志華、早川正彦 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
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