
第第第第 1919191988884444 回例会回例会回例会回例会    

12121212 月月月月 11111111 日日日日    №№№№22222222 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

      皆さん、こんにちは。貴重な時間をありがと

うございます。2017 年 4 月 18 日に卓話してか

ら 20 ヶ月がたちました。毎度この時間が来る

につけ、重い緊張を味わっています。同時に真

実かどうか・・・、で始まるＲＣの憲章「四つ

のテスト」に出会わせてくれた先輩、そして多

くの会員諸氏の皆さんから教わったことに改

めて感謝している昨今です。私も 74 歳の馬齢

を重ねました、話に失礼がありましたら、友情

に免じてお許しください。 

最初に簡単に自己紹介させて頂きます。昭和

38 年に宮崎県の工業高校を卒業しまして、当時、

宮崎県に工業高校は 2 校しかなく、卒業生は金

の卵のようにもてはやされました。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

甲斐甲斐甲斐甲斐    美美美美利利利利    

 本日の卓話テーマの“灘”という言葉ですが、 

私の出身地は宮崎県の日向灘に近く、灘は潮流 

が速い所で、航海が困難な場所とされています。 

 相模原には 31 歳の時に出てきて、32 歳の時 

に起業しました。そして、47 歳の時に中 RC 創 

立会員である故・竪道さんに誘われて入会しま 

した。入会したから約 30 年近く経ちますが、ロ 

ータリーも社会情勢も 10 年スパン位で大きく変 

化しているように思います。 

○○○○我我我我がががが社社社社のののの現状紹介現状紹介現状紹介現状紹介    

 簡単に我が社の紹介を致します。私の仕事は 

接合技術の一つで、金属や非鉄金属に定電流を 

流して母材同士を溶融化させる機械を製造して 

います。現在は、30 名の社員で製品開発設計、 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

  

 

       製造技術、販売技術（国内外）、メンテナンス技 

術の諸事業を自前で行っています。累積販売実績 

は国内外含めて約 3000 台、海外は 15カ国に販売 

店契約をしております。 

展示会や帰納客訪問を中心に、営業活動を展開 

していますが、海外には模造品もあり、お客様を 

活気付けるために、知的所有権取得に力を入れて 

います。キーワードは「焼けないスポット溶接」

「傷つかないスポット溶接」「環境にやさしいス

ポット溶接」です。 

○○○○目目目目まぐるしくまぐるしくまぐるしくまぐるしく変変変変わるわるわるわる世界世界世界世界のののの変化変化変化変化    

目まぐるしく変わる世界経済、ＡＩやＩoＴの

世界は、世の中を一変させるように感じます。ハ

ノーバー展示会では、新聞やテレビの報道と全く

違う状況を眼にしてきました。通信の進化、交通

網の拡充で人々の行動範囲は、格段に上がってい

ます。このような変化を考えると、自ら動き回っ

て観て、僅かでも差別化できれば勝機が来ると信

念するところです。 

○○○○後継者後継者後継者後継者にににに期待期待期待期待をこめるをこめるをこめるをこめる    4080408040804080 計画計画計画計画    

 ようやく息子が後継を決心、着任して 1年半に 

になります。3 年間は自由に各部署を回らせ、息

子が 40 歳、私が 80 歳で社長交代する計画です。 

最近、月例日を作り、具体的な引継ぎ作業も始

めました。遺言書は早々と済ませました、身軽に

して、いかに最後まで現役で設計を楽しめるよう

にするかが私の今の希望です。そのためには健康

維持のため、多少の我慢もしょうがないかなと妻

の愚痴を聞き入れる、心の置き所も変化してきま

した。 

    ○○○○孫孫孫孫にににに魅魅魅魅せられるせられるせられるせられる    

今年は孫が二人できました、うれしい限りです。

孫を見るたび、本当に眼は見えるのか？なにを夢

見て笑うのか？等など好々爺を演じています。来

た道、行く道、自らの現状に合わせ、気になる毎

日です。 

○○○○全社員全社員全社員全社員にににに方向性方向性方向性方向性をををを明示明示明示明示するするするする    

全社員及びその家族の皆さんに、示していかな

ければ成らないのが社長の大事な仕事です。リー

ダーの使命でしょう。 

最後に、私の経営計画書に記している我が社の

経営理念、現状認識の共有、戦略・戦術、評価・ 

 

 

 

学習・反省・改善を 4 項目に識別して終わります。 

①どうなりたい？（理念・目標） 

②今どこだ？（現状認識の共有） 

③何をどうやる？（戦略・戦術） 

④どうなった？（PDC の C による評価・学習・反 

 省・改善） 

ご静聴ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小野 孝会員－第４回米山マルチプルフェロー 

 寄付のご協力、ありがとうございます！寄付のご協力、ありがとうございます！寄付のご協力、ありがとうございます！寄付のご協力、ありがとうございます！    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、12月 11 日は「ユニセフ創立記念日」だ 

そうです。これは 1946(昭 21)年のこの日に、国 

連児童基金の前身となる「国連国際児童緊急基金」 

が創立され、1953（昭 28）年に現在の名称となる 

「国連児童基金」(United Nations Children’s 

Fund)となるも、「UNICEF」の略称が世界的に普及 

 



 

     

 

    ○○○○台中文心台中文心台中文心台中文心 RCRCRCRC 奉仕奉仕奉仕奉仕プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト打合打合打合打合せせせせ    

    奉仕奉仕奉仕奉仕プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト委員長委員長委員長委員長    阿部阿部阿部阿部    毅毅毅毅    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2018 年 12 月 5 日（水）17;00-18;00 

場所：台中市「エバーグリーンホテル」  

参加者：厳宏偉（KK）社会奉仕委員長、王飛龍 

（Dragon）国際奉仕委員長、郭錦堂（Health）、 

何淑鈴（Meiji）、林岳毅（Young Bank）、藤原利 

夫・阿部毅（相模原中 RC） 

テーマ：「共同奉仕事業開催に関する打合せ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台中文心 RC との「友好クラブ」締結 2 年目に

入り、当クラブ本年度の課題としていた社会奉仕 

の共同事業に関する摸索を続けて参りましたが、 

 

 

 

台中文心 RC からの台中市立「立達機能訓練セン 

ター」の精神障害を持つ児童のための社会復帰ト 

レーニング支援を行う奉仕事業への参加提案があ 

りました。日時は 2019 年 3月 23 日（土）、本件 

は今後、クラブ理事会で検討した上で改めて報告。 

また台中文心 RC 初代会長の Health（郭錦堂） 

会員は先日、第 35回米山学友会総会で新会長に 

選任されました。約 500 名の会員を束ね、2021 

年台湾での RC国際大会に合わせて米山国際大会 

を企画、更なる多忙な業務をこなされるようです。 

 尚、来年のハンブルグ国際大会ですが、今回は 

個人参加で申請をお願い致します。登録料は 12月 

15 日までの申込は割引があります。 

藤原会員より：藤原会員より：藤原会員より：藤原会員より：台中文心 RC の夜間例会は 18:30～ 

食事、19:30～20:30 までが例会で、誕生日祝には 

ケーキが用意されていました。翌日、台北東海 RC 

例会に出席予定でしたが、例会が月 2 回となり、 

当日は例会が無くて、残念でした。 

 

○○○○ロータリーのロータリーのロータリーのロータリーの友友友友１２１２１２１２月号紹介月号紹介月号紹介月号紹介    

                        公共公共公共公共イメージイメージイメージイメージ委員長委員長委員長委員長    池之上池之上池之上池之上    和哉和哉和哉和哉    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 縦書 P25 に相模原大野 RC の「ひばりの夢コン 

サートを開催」が掲載されています。横書 P30～ 

31「台湾米山学友会」の記事で、日本の災害時に 

募金を呼び掛け、東日本大震災時には約 257 万円、 

台風 21 号と北海道胆振地震時には約 105 万円を 

寄付してくれ、米山学友が帰国して何十年経って 

も日本との親密な繋がりを感じました。 

 次に当クラブホームページを一般公開しました 

ので、ぜひ一度ご覧下さい。入会申込書も簡単に 

ダウンロードできますし、年間スケジュールなど 

当クラブの活動も分かりやすく掲載されています。 

 

 

           

   

例会例会例会例会報告報告報告報告 

①2021～22年度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 3日に委員会を開催し、 

RI細則第14条に基づき、候補者として田島 透

君（ふじさわ湘南 RC）を指名しました。つきま

しては対抗候補者がある場合は2018年 12月 18

日正午までに、クラブ例会で採択された決議を

ガバナー事務所宛てに提出下さい。 

＊田島 透氏の略歴は回覧にて 

②インターアクト海外研修 参加費負担の件 

     提唱クラブには下記負担金を 12月 18 日までに、

振込をお願い致します。 

     日程：12月 22 日（土）～25日（火） 研修地： 

台湾・台北（第 3481 地区） 

提唱クラブ負担金：1 名につき 55,000 円  

③「新会員の集い」ご案内 

     当初、1月末を第１次締切として通知しました 

が、人数把握のため 12月末までに一旦、締切 

とさせて頂きます。 

日時：3 月 22日（金）午後 4 時～23 日（土） 

正午 場所：ローズホテル横浜  登録料 15,000 

円（日帰り、早退の場合も返金なし） 

④「職業月間」卓話者派遣についてのお知らせ 

     下記にて日程と卓話者が決定致しました。卓話

者とは機材の準備等、事前打合せを宜しくお願

い致します。 

     卓話日：1 月 22 日（火）  

卓話者：地区職業奉仕委員会 㝡住 悦子委員 

    

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム 

１２月１８日→１９日年末家族例会 

      １８：３０点鐘「ラポール千寿閣」 

   ２５日例会取止め 
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 ○結婚記念日祝 

・大坪 征弘会員 12 月 6 日 

・大井  達会員 12 月 16 日 

○入会記念日祝 

・永保 固紀会員 1978 年 12 月 12 日 

    

例会記録例会記録例会記録例会記録 

点点点点        鐘鐘鐘鐘  １２時３０分 

場場場場        所所所所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司司司司        会会会会  諸隈 武 副ＳＡＡ 

斉斉斉斉        唱唱唱唱     ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 中山 徹男会員 

    

出席報告出席報告出席報告出席報告 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

●編●編●編●編    集集集集    親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    

    委員長：委員長：委員長：委員長：伊倉伊倉伊倉伊倉    正光正光正光正光    副委員長：小崎副委員長：小崎副委員長：小崎副委員長：小崎    直利直利直利直利    

    委員：川合委員：川合委員：川合委員：川合    貞義、田所貞義、田所貞義、田所貞義、田所        毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内    康裕康裕康裕康裕    

                田後田後田後田後    隆二隆二隆二隆二、、、、中山中山中山中山    徹男、徹男、徹男、徹男、高本高本高本高本    昌敏昌敏昌敏昌敏    

横江横江横江横江    利夫利夫利夫利夫、、、、山之内山之内山之内山之内    洋、洋、洋、洋、河野河野河野河野        崇崇崇崇    

中村中村中村中村    勝彦勝彦勝彦勝彦、大槻、大槻、大槻、大槻        実実実実    

●●●●http://sagamiharanakahttp://sagamiharanakahttp://sagamiharanakahttp://sagamiharanaka----rcrcrcrc.jp.jp.jp.jp////    

会 員 出席（出席対象 30 名） 事前メイク者 
３７名 ２７名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/27) 
７名 ８０．０％ ８５．２９％ 


