
第 2003 回例会 

５月 21 日 №41 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    大 塚 

今回の卓話では、私が 2012 年より運営のお

手伝いをさせて頂いている「コマ大戦」につい

てお話させて頂きます。 

 その前に一応、時間稼ぎとして自己・自社紹

介を少々させて頂きます。尚、今回この資料を

作成するにあたって、自身の職歴を振り返った

際に、前職の勤務先の会社が平成において、如

何に社会的影響を及ぼしたのか（平成の大型倒

産上位 30 社の中の 1社）、改めて知る機会にも

なりました。 

自社の現在の人数は私を含めて 13 名で、人

手不足の影響もありますが、方針として、各年

代の社員が在籍していることに拘った採用を

行ってきた結果、国内に留学している外国籍の 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

正 浩      

方を就労ビザの取得を会社で行い、採用した新 

卒の方が 2名在籍していることになっています。 

 業務内容については、創業より変わらず部品 

加工(中でも、今は主に切削)で、取引業界につ 

いては月毎に変動しますが、今は工作機械、食 

品機械向けが割と堅調に推移しており、ここ数 

年は全体的にけん引してきた半導体向けは、今 

は半分以下になっています。 

 昨年、求人専用に製作したパンフレットです 

が、ここ数年、定着率が向上したことに加えて、 

今年は今回お話しさせて頂く「コマ大戦」の活 

動を縁に、4人目となる新卒採用が出来たこと 

で不要になってしまったものですが、折角の機 

会ですのでお披露目させて頂きます。（回覧にて） 

  

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 

       

さて、ここからが本題です。「コマ大戦」とは、 

中小製造業が自社の誇りを賭け、持てる技術を全 

て注ぎ込んで製作したコマを持ち寄り、１対 1で 

戦う大会です。 

 使用するコマは直径 20 ㎜以下、高さ 60 ㎜以下 

で、重さや形等を一切 

問わず、公式の土俵と 

して、すり鉢状で材質 

がケミカルウッド製の 

土俵で対戦する形式に 

なっています。 

 横浜の中小企業経営者が、中小製造業の振興の

ために発案し、2012 年 2 月に第 1回大会がパシフ

ィコ横浜で、『テクニカルショウ横浜』にて開催

され、瞬く間に全国に広がりました。私は同年 10

月に八王子で行われた関東大会で、行司を担当し

たのをご縁に、2015 年 9 月にＮＰＯ法人発足の準

備から関わらせて頂いております。 

    協会規定のグレードの大会は、原則コマの総取

りとなっており、協会規定によりポイントが与え

られ、ポイントランキング優勝者を表彰しています。 

現在は昨年、理事長が交代したことで、ＮＰＯ

所在地が愛知県北名古屋市に変わっております

が、活動は設立当初は、各地で行う大人向けの大

会から子供や高校生、老人ホーム等での開催など

裾野を広げた活動に広がっています。 

活動目的としては、初代理事長が掲げられた、 

○中小企業の活性化を図る事業及び職業能力の 

 開発・雇用機会の拡充。 

○中小企業に従事する者のモチベーションを向

上し、中小企業に活力を与え、日本経済の成長

に寄与すること。 

には変わりはありませんが、ひと言で言えば「製 

造業を元気にしたい！！」に尽き、そういった意 

味ではロータリーとは規模は全く違うのですが、 

社会奉仕活動にも繋がっているのではないかと 

思っています。 

 特に 2年前は、運営実務の経験者が不足してい

たため、私自身も佐賀県や島根県で行われる大会

のお手伝いをしていました。現在は各地域の製造

業の方々が運営が出来るようになってきたため、

協会にパッケージで依頼してくる場合を除いて、 

 

 

 

出来るだけ地域の方々で、運営出来るようにする 

ための準備を進めています。 

サンプルとしてお持ちしたのは、長野県の方か 

らお借りしたのですが、優勝者のみが得ることが 

出来る総取りコマのコレクションになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプルについては実際に対戦させると、キズ 

が付いてしまいますので、今回は借り物でもあり、 

貸し出し下さった方にとってだけでなく、敗者と 

して没収された方にとっても、代わりのない貴重 

なコマのため、ご遠慮頂ければ幸いです。 

 また実際の対戦動画は、協会ＨＰやユーチュー 

ブ、ツイッター等からも見ることが出来ますので 

一度ご覧になって頂ければと思います。 

 中でも、今年で 7回目となる「全国高校生コマ 

大戦」については、製造業では日本の中枢・愛知 

県で、毎年モーターショ－の中で開催されており、 

2017 年は 30 校 123 チーム、2018 年は 38 校 112 

チーム、そして今年は 100 チームを予定に準備が 

進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日 15 日の情報集会に出席頂きました皆様に

は、親睦会を兼ねた情報集会として行わせて頂き

ました。当初、親睦にも力を注ぐという目標も持

っておりましたので大変楽しく、皆様の話が尽き

ない会となりました事、ありがとうございました。 

 本日 5 月 21 日は「小学校開校の日」で、京都

市で日本初の近代小学校である「上京第二十七番

組小学校」、「下京十四番組小学校」が開校した事

を受けて、1869（明 29）年に制定されました。 

当時は行政区画（番組）ごとに建てられたため、

番組小学校と呼ばれ、発端は町衆により小学校建

設に必要な資金なども、地域一帯の人々の寄付や

献金で作られました。これは国が学制を定める 3

年も前の事で、自分達の意志で将来を見据えた活

動として、全国に知れ渡りました。 

また「リンドバーグ翼の日」でもあり、1927（昭

2）年に、チャールズ・リンドバーグがパリに到

着し、大西洋無着陸横断飛行に成功した事から制

定されました。前日の午後 5時 52 分、「スピリッ

ト・オブ・セントルイス」と名付けた飛行機で、

ニューヨークのルーズベルト飛行場を出発。 

21 日の午後に「翼よ、あれがパリの灯だ」とい

う有名な言葉と共に、パリのル・ブールジェ空港

に到着しました。飛行距離は約 5800 ㎞、飛行時

間は 33 時間 30 分であり、飛行機時代の幕開けと

なりました。ちなみに昭和 6年には、日本の国後

島、根室市、霞ヶ浦にも飛んで来ております。 

   「第 11 回会長幹事会の報告」（5 月 14 日） 

           （一部、要約にて） 

①「2019-2020 年度実施 地区補助金プロジェク

ト配分」の件 

 

 

 

第 2780 地区より 25 クラブが地区補助金を獲得 

しました。その中の 7件が第 5グループであり、 

清水ガバナー補佐より次々年度以降も、この勢い 

で活発な活動が続くよう、頑張って頂きたいと話 

がありました。因みに 7クラブは、相模原大野 RC 

（相模原市内 3校の小学校吹奏楽部 200 名に向け 

たホールでの成果発表）、津久井 RC（精神障碍者 

施設・竹の子作業所）、津久井中央 RC（障害者の 

方が一同に会しての運動会）、相模原西 RC（障害 

を持つ子供たちと、あおぞら共和国にて植樹等）、 

相模原ニューシティ RC（子供たちに命の大切さ 

を学ぶ機会を提供）、相模原橋本 RC（フォトシ 

ティさがみはら事業の PR），相模原中 RC（世界 

トップレベルのコーチから受ける卓球教室）。 

②「マイロータリー・アカウント登録数」の件 

第 5グループでは相模原橋本 RC が 100％、相模 

原ニューシティ RC が 79.55%と登録数を伸ばして、 

相模原中 RC は会員数 38 名で、登録率 47.37%との 

報告でした。100％のクラブも出てきておりますの 

で、100％を目指して宜しくお願い致しします。 

③「2019-2020 年度 青少年交換学生」の件 

カウンセラーは相模原グリーン RC の水谷会員 

で、フランスより来日のマクシム君（18 歳）、県 

立弥栄高校になります。ホストファミリーは相模 

原中 RC（川合会員）、相模原橋本 RC、相模原東 RC 

（佐藤会員）、相模原グリーン RC（李会員）と決 

定しております。 

④「2019-2020 年度ロータリー財団奨学生」の件 

 スポンサークラブは相模原 RC で、浅田絵実さ 

んがアメリカへ留学。専攻は「プロセス指向ファ 

シリテンションと葛藤学」です。 

⑤会員の最終純増数確認の件 

 6 月入会予定者を 7月以降に延ばさない。退会 

防止を行う事などの要望が、松下会員増強・維持 

委員長よりありました。純減とならないよう、増 

強に最後まで力を入れるよう、働きかけのお願い 

でした。 

 結びになりますが、いよいよ次年度も動き始め 

ました。明日 22 日の情報集会では意見を交わし、 

楽しい会となるよう皆様にお願いしまして、挨拶 

とさせて頂きます。 

 

 

  

     

公共イメージ委員長       池之上 和哉 

     縦書 P28 に、相模原 

     南 RC による奉仕事業、 

     「小学５年生と障害児 

    への野球教室開催」が 

    掲載されています。 

        プロ野球選手やコー 

    チ、OB を迎えて障害の 

ある子ども 15 人を交え 

327 人の参加者を得たとのことです。子どもの頃

に、こうしてプロ野球選手と触れ合えたことで、

夢が膨らむのだろうと思います。 

横書 P7～「青少年奉仕月間」の特集記事の中で 

P10 に「チーム ASUKA」の活動が紹介されていま 

す。あすか RC（奈良県）が会員家族や企業職員に 

奉仕活動を呼びかけ、現在の登録メンバーは 100

名を超えたそうです。学生や社会人、外国人研修

生など様々な人が登録していて、年に 2回合同例 

会も行っており、いずれは、どこかのロータリー 

に入会してもらえれば嬉しいとのことです。ロー

タリーに限定せずに、こうして地域と関わる活動

があることが紹介されています。（要約にて掲載） 

 

     例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

      ありません 

      

例会プログラム 

    ５月２８日ゲスト卓話「障害者訓練施設とは」 

         ㈱アプニス 清水 芳仁氏 

    ６月 ４日卓話 藤本 恵介会員 

         定例理事役員会（現・次年度合同） 

      １１日卓話 櫻内 康裕会員（ゲスト予定） 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・藤本 恵介会員 ５月１１日 

・池之上和哉会員 ５月１２日 

・永保 固紀会員 ５月２０日 

・竹田  繁会員 ５月２０日 

・早川 正彦会員 ５月２７日 

 

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  諸隈 武 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

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、大槻 実、平山クリフォードモーリス 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 31 名） 事前メイク者 
３８名 ２８名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(4/23) 
５名 ８５．７１％ ８２．８６％ 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

私の担当としては、今週末に千葉の房総半島で 

行われる大会で、行司を行うことになっているの

ですが、大阪や長野、宮城や愛知からも参加者が

おり、相模原からでも遠方になるため、参加され

る方の多くは宿泊前提になるため、地域の景気向

上にも少なからず貢献していると思われます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また昨年、第一回大会が開催された「神奈川県 

高校生コマ大戦」についても先週末、募集のチラ 

シが決定し、神奈川県内の工業系高校 13 校に配 

布することになっています。 

 

 

 

残念ながら、相模原は工業高校が無くなってし 

まったので、市内の製造業の企業の多くが技術系 

の人材確保には苦労されているのが現状と認識し 

ています。 

○今後の展開（神奈川高校生コマ大戦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

そして 2020 年 2 月に、横浜大桟橋ホールにて、 

「世界コマ大戦」を開催することが決定しており、 

現在は海外 5か国(アメリカ、ベトナム、タイ、ボ 

リビア、韓国)への招待を行っており、準備が進ん 

でいるところです。 

 最後にどのような活動でも同じかと思いますが、 

このような大会を開催するに際し、協賛金が不足 

しています。今後ロータリー活動を行う中で、場 

合によっては皆さんに協賛のお願いをするケース 

もあるかと思います。その際は、何卒ご協力の程 

宜しくお願い致します！！ 

 



 

 

 

 

●早川会長、佐々木幹事 

①本日は大雨の中、例会にご出席頂き、ありがと

うございます。 

②本日、結婚記念日祝の皆様、おめでとうござい

ます！ 

③本日、卓話の大塚会員、宜しくお願いします。 

④結婚記念日祝を戴き、有難うございます。 

（会長 早川より） 

●永保 固紀会員 

①家内の誕生日祝と、結婚記念日祝を戴いて。 

②“泳げ鯉のぼり相模川”が無事終了することが

できました。ご協力に感謝致します。 

●竹田 繁会員 

本日は結婚記念日を祝って頂きまして、ありが

とうございます。 

●老沼 秀夫会員 

①誕生日祝を戴き、ありがとうございました。 

 4 月の中頃に肋骨にひびが入り、ほぼ 1か月棒 

 に振りました。体は確実に歳を取っていますね。 

皆さんも気をつけて下さい。 

②結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

③大塚さん、卓話頑張って下さい。 

●池之上 和哉会員 

①結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

何とか 23 年を迎えることができました。 

②大塚さん、「コマ大戦とは」楽しみです。 

●大塚 正弘会員 

①結婚記念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。宜しくお願い致 

     します。 

●藤原 利夫会員 

①結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②本日、卓話の大塚会員よろしくお願いします。 

③ロータリーの友紹介、池之上委員長よろしくお 

     願いします。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②卓話の大塚さん、楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

●金沢 邦光会員 

大塚さん、卓話楽しみにしています。新会員な 

んだから、少しキンチョー気味に話した方が、 

可愛いよ！（笑） 

●伊倉 正光会員 

①大塚会員の卓話、楽しみにしています。 

②池之上会員、ロータリーの友の紹介よろしく 

お願いします。 

③結婚記念日祝の会員皆様おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①5月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②大塚さん、「コマ大戦とは」何ですか？ 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②雨でズボンがビショビショです。 

③卓話の大塚会員、宜しくお願いします。 

●冣住 悦子会員 

①5月結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②大塚さん、卓話楽しみにしています。 

●大井 達会員 

①5月の結婚記念日祝の皆様、おめでとうござい 

ます。 

②大塚会員、卓話ご苦労様です。仕事の都合で、 

途中退席します。ごめんなさい。 

今年度の累計額  ８７４，６００円 

 

               （概要にて掲載）    

○ロータリー情報委員会      豊岡委員長 

 先週 15 日の情報集会にご出席の皆様にはあり 

がとうございました。明日 22 日の情報集会には 

20 名出席予定ですので、宜しくお願い致します。 

○友好・姉妹クラブ委員会     㝡住委員長 

 空飛ぶシューズ事業ですが、6/20～/22 の日程 

で 3名でフィリピンにシューズを持参致します。 

つきましては 6月 8日（土）に、そのシューズ 

の整理を致します。作業時間などの詳細は後日、 

お知らせしますが、もし時間が取れる方は、お手 

伝いを宜しくお願い致します。 


