
第 2012 回例会 

７月 23 日 №４ 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 本日は初めての卓話ということで、私の自己 

紹介をさせて頂きます。人前で話をするのが苦 

手なので、お聞き苦しい点もあるかと思います 

が、宜しくお願い致します。 

○基本情報 

昭和 50（1975）年 3 月 13 日生まれの 44 歳。 

星座はうお座で、芸術家肌の感覚で動くロマン

チストだそうです。血液型はＡ型で几帳面、真

面目だそうです。出身は神奈川県で、就職する

までは相模原市、就職してからは藤沢市に住ん

でいました。今は相模原市橋本台、橋本自動車

学校の近くに住んでいます。 

家族構成は妻、長女、次女、三女、長男の 6 

     人家族。妻は中学の同級生、長女は高校 3年の 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

大槻 実       

受験生で、保育士の資格を取ろうと思っている 

ようです。次女は中学 1年で、ソフトボールを 

やっています。三女は 3歳で、来年から幼稚園 

です。長男は 0歳で、家中でイタズラをしまく 

っています。 

○略 歴 

橋本小学校、旭中学校、上溝南高校と進み、 

労働省管轄の職業能力開発大学に入学。当時、 

パチスロと音楽をやり過ぎたため、1年長く 5 

年間かかりましたが、ギリギリで何とか卒業で 

きました。 

 その後、荏原製作所のグループ会社、㈱荏原 

フィールドテックで半導体製造装置のエンジニ 

アをしていました。この頃は出張族でアメリカ、 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

 

台湾、韓国、シンガポール、フランス、ドイツな

どを飛び回っていました。しかし 30 歳を過ぎた

頃、「このまま飛び回っていて良いのかな？」と

いう思いもあり、33 歳の時に実家の大槻鈑金に転

職し、今に至ります。 

○趣 味 

基本的に身体を動かすことが好きです。野球、 

サッカー、バドミントンなどスポーツ全般でやる

のも見るのも好きですが、 

特にマラソンやトレイル 

ランニング、登山をよく 

やっています。 

○マラソン 

マラソンは短い距離か 

ら長い距離まで走ってい 

ます。フルマラソンは 3 

時間位で走れていましたが、今は太ったので 4時 

間位になってしまいましたが・・。過去最長距離 

は 240 ㎞で、諏訪湖から太平洋まで走ったことが 

あります。普段は平日はなかなか走れないので、 

週末にまとめて 20～30 ㎞位走っています。 

○トレイルラン 

山の中を走ったり、歩いたりする競技なのです 

が、過去最長距離は 156 ㎞の大会を 37 時間で完 

走しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○登 山 

家族や仲間と登る 

    のですが、最近は家 

族と登る時に 3歳児 

と 0歳児を前後に背 

負って登っています。 

写真は 5月に長野の 

 

 

 

山に行った時で、合計 25ｋｇ位の負荷になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○仕事について 

弊社は有限会社大槻鈑金工業所という鈑金屋で 

す。鈑金とは簡単に言うと、鉄やステンレスの板 

を切ったり、曲げたり、くっつけたりして品物を 

作る会社です。 

 昭和 37 年に祖父が東京都白金台でスタートし 

まして、昭和 49 年に相模原に移ってきました。 

その後、父が 2代目として継ぎ、私が 3代目です。 

 一番危ない 3代目と言われたりしますが、何と 

か今のところは会社を潰すことなく頑張れていま 

す。従業員は役員を含めて 10 人。人数は少ない 

ですが、少ないことを生かして小回りの利く、対 

応の早い、何でも作れるお客様にとっての「コン 

ビニエンスな会社」を目指しています。 

○製品紹介 

 色々な物を少量で制作するのが得意で、小さい 

物だと指先ぐらいの品物、大きい物だと 3ｍ位の 

品物まで作っています。 

 代表的な品物ですが、人に説明する時に一番わ 

かるものとして、消防車の乗り降りする階段を作 

っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 また制御盤みたいな箱やタンクみたいな物も作 

ったり、特注の作業台や棚なども作ったりします。 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

     個人のお客様からの依頼も多く、車やバイクの 

マフラーを溶接してくれとか、そういったことも 

やったりしています。あまりお金は取れませんが、 

困った人を放っておけないもので、そうした依頼 

も受けています。とにかく色々とやっていますの

で、もし何かお困り事があったら声を掛けて頂け

れば、お役に立てることもあるかと思います。 

 最後に、昨年 7 月に入会させて頂いたものの仕

事の兼ね合いで、なかなか昼間の例会に出席でき

ない状態が続き、皆さんにご迷惑をお掛けしてお 

ります。少しづつでも出席できるよう頑張ってい 

きますので、これからも宜しくお願い致します。 

 

 

こんばんは。今年度初めて 

の夜間例会で、私は楽しみと 

不安の気持ちをもって、本日 

参りました。最初に本日のお 

花「ハス」を紹介させて頂きま 

す。ハスはインドの国花で、原 

産地はエジプト、インド、中国 

のいずれかと言われています 

が原産地不明と記している資料もあります。１億年前

から地球に現れた植物です。 

日本にも自生しているようで 

佐賀県に１万年前の化石が発 

見されています。花が咲く時期 

は7～9月で、花言葉は（清らかな心）。泥の中で成長

して綺麗な花が咲きます。 

では本日は、話題のコンプライアンスの話をさせて

頂きます。コンプライアンスの意味は英語から直訳す

ると「法令遵守」です。アメリカでは 1970 年代頃から

広まった言葉ですが、私の記憶では、日本は 14～15

年前から聞くようになりました。少しずつ耳慣れて、今

では金融機関はコンプライアンスという言葉と切り離

せない関係になり、銀行、証券会社、保険会社には、 

 

 

 

特に要求されています。毎月 1～2 回コンプライ 

アンス研修でやってはいけない事を覚えさせ、仕 

事の項目より多い位で、研修後はテストをします。 

金融機関は個人情報に非常に厳しく、例えば個 

人の電話ですが、お客様を特定できる登録をして 

はいけないので覚えるしかありません。もし登録 

して無くしたら自己責任です。個人情報に関する 

書類を無くしたら会社に報告し、お客様に謝る、 

新聞に掲載され、営業停止。この対応だけで何ヶ 

月も掛かり、ほぼ仕事が出来るような精神状態で 

はなくなってしまいます。 

 

 

●加藤礼美さん（相模原ニューシティ RC） 

 今日は初めてメイクに来ました。宜しくお願いします。 

●横溝会長、田後幹事 

①本日、新年度初めての夜間例会です。楽しみなが 

らも、少し心配しています。皆様、夜間例会も宜しく 

お願い致します。 

②加藤様、本日は来て頂いて有難うございます。 

●㝡住 悦子会員 

①夜間例会、新鮮ですね。 

②大槻さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています。 

●豊岡 淳会員 

①相模原ニューシティ RC の加藤さん、ようこそ！ 

②大槻さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみです。 

●櫻内 康裕会員 

①本日は初の夜間例会ですが、時間の調整が慣れて 

いないので、何か変ですね。 

②大槻さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願いします。 

●藤本 恵介会員 

①大槻会員、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。 

②ニューシティ RC の加藤様、ようこそ。 

●佐々木 敏尚会員 

  大槻さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。 

●小野 孝会員 

大槻さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみです。 

●藤原 利夫会員 

 ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁの大槻会員、宜しくお願いします。 

●金沢 邦光会員 

①暑くなってきました。いよいよ梅雨明けですね。 

②今日は申し訳ありませんが、早退させて頂きます。 

 

 

 

 

    報告事項 

 １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①2022 年規定審議会 代表議員候補者提案に関

する告知 

 2022 年規定審議会の代表議員候補者として、最

適任の会員 9月 17 日までに地区指名委員会宛 

にご提案下さい。尚、資格条件については「RI 

役員（ガバナー）を全期務めた人」というのも

入っております。また提案に際しては、必要書

類の添付をお願い致します。 

②地区インターアクトミーティング・バーベキュ

ー大会開催のご案内 

 今回はインターアクター、顧問教諭、学友、ロ

ータリアン関係者の親睦を深めるため、バーベ

キュー大会を開催致しますので、提唱クラブに

はご出席をお願い致します。 

日時：8 月 10 日（土）11:00～委員会及び設営 

13:00～バーベキュー懇親会  場所：逗子開成

中学・高等学校 海洋センター 会費 6,000 円 

登録締切：7月 31 日 

２．日本のロータリー100 周年実行委員会より、

記念ピンバッジ申込みの件（詳細は回覧にて）

8月末日を目途に申込みをお願い致します。 

     1 個 200 円（10 個以上にて）。発送は 9月中旬 

頃を予定しています。 

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 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 

 

 

お 

＜委員会報告＞ 

○徳島 RC メイクアップ記行     阿部 毅 

 7 月 17 日（水）帰郷に 

合わせて 1年振りに徳島 

RC（斎藤隆会長、会員 84 

名）例会に出席し、先方 

からの要請で先日の「空 

飛ぶシューズ」の事例報 

告をしてきました。 

毎年一回、タイ米山学友会の協力で、タイ山岳 

民族に織機を届ける活動を通して親しく交流をし 

てきたご縁です。今回の当クラブ「空飛ぶシュー 

ズ」事業には、次年度会長エレクトの泊健一会員 

がひとかたならぬ関心を示されておりますので、 

プロジェクト継続の協力を要請して来ました。 

メイクアップを通して、外部 RC とのささやか 

な繋がりが奉仕活動連携のきっかけになる事例と 

なればと思い、紹介させて頂きました。 

 

例会プログラム 

８月 ６日→７日（水）移動例会 

「千曲川ＲＣとの合同例会」 

  １３日例会取止め 

  ２０日クラブ協議会「公式訪問一週間前に 

あたり」担当：栗林ガバナー補佐 

     定例理事役員会       

例会記録 

点  鐘  １８時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  瀬戸 裕昭ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング 

「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 大槻 実会員 

ビジター    加藤 礼美さん（相ﾆｭｰｼﾃｨ RC） 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、藤原 利夫、阿部  毅 

阪西 貴子、池之上和哉、山之内 洋 

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 29 名） 事前メイク者 
３７名 ２８名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
２名 ９３．７５％ ー 


