
第 2098 回例会 

11月 30日 №20 

 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      今回は、私がロータリーに入会して 6年目に 

     なりますが、自身や自分の会社がどう変わって 

     行ったかを時系列を通しながら、お話していき 

     たいと思います。 

     〇入会１年目 

      櫻内会長年度（中 RCが 40周年）の年度初め 

     に入会しました。この時はロータリーのロの字 

     も知らない状態でした。入会する少し前から、 

     家庭や会社の状況も芳しく無く、正直言えば、 

     やっている余裕が少しも無い状態だったので 

すが、ロータリーの前に入っていた会の先輩 

から、「今やっている事が、社長の仕事なんだ 

よ。自分（社長が）で選んだ事なのだから本気 

でやりなさい」との言葉が心に残っていたのと、 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸隈 武 

自身の会社も、平日に社長がいなくても回る会 

社にしなければという思いから、「例会＋奉仕事 

業」などは参加していました。社業の方もロー 

タリー年度中盤からは良くなっていきましたが、 

会社の期としては余り良くありませんでした。 

〇入会２年目 

 冣住会長年度。この年も前年同様、ロータリ 

ーに参加できていたと思います。桜祭りのポリ 

オ募金などにも参加して、ロータリーの活動の 

良さが分かってきた感じでした。社業の方は、 

前年度後期からの忙しさに拍車がかかり、創業 

以来、最高の利益が出た１年でもありました。 

〇入会３年目 

 早川会長年度。この年はロータリーで SAA を 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



     

 

    務めました。副会場監督でしたが、意外と貢献で 

    きたのかなと感じられた一年でした。自身の人生 

    設計とは少しイレギュラーで、住宅購入の動きを 

    しなければいけないこともあり、ドタバタした１ 

年でした。社業の方は前年度、社員に負担を掛け 

過ぎたのもあり、少しセーブしたというか、決ま 

り事を作ったりして、無理をしない方向へ持って 

いった一年でした。 

〇入会４年目  

 横溝会長年度。ロータリーとして、「卓球教室」 

に参加したのが凄く記憶に残りました。また、コ 

ロナの影響が出始めて休会などもあり、会長は大 

変だろうな－と思いながら、参加していた一年で 

した。社業の方は、前年度同様にセーブしていた 

一年でしたが、私達の業界（板金）でもコロナの 

影響が出始めているというか、先行きの不透明感 

が出てきた年でした。 

〇入会５年目 

 佐々木会長年度。社会奉仕委員長で、金沢担当 

委員長の元、奉仕事業の打合せなどにくっ付いて 

いました。コロナの影響が大きく、奉仕事業もい 

ろいろと形が変わっていきましたが、「人力車」 

に乗っていた子供や親の楽しそうな顔を見て、や 

って良かったと思えた年でした。社業の方は、私 

達の業界でも影響が大きく、売上げは大きく下が 

ったのですが、何故か利益が出た一年でした。 

〇入会６年目 

 田後会長年度。ロータリー財団・米山委員長に 

なり、元々のポンコツが更に年々劣化していって 

ることに気づきながらも、米山は河野委員長に任 

せ、財団は皆さんのご協力により、目標が達成で 

きたのかなと思えます。社業の方は売上自体は、 

コロナ前の水準にまで戻ってきたのですが、材料 

費の上昇から利益が減っている状況です。 

 

     次に会社について、少し話したいと思います。 

    町工場で、工業板金を主に加工している会社です 

が、自社の一番の特徴として言える所は、いろい 

ろな種類のロボット溶接機を５台保有し、使用し 

ているところだと思います。 

10～20 人規模の町工場で、この台数を保有し、

活用しているところは私が 30年近く働いている 

 

 

 

中でも見たことがありません。溶接の職人さんが 

少なくなっていく中で、溶接の品質の維持と社訓 

でもある「人のやらない事、やりたがらない事を 

やる」を続けていく上で、違う種類のロボット溶 

接機が増えていった感じです。量産品も当然あり 

ますが、それよりも溶接の職人さんを設備にて補 

っている感じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私自身は直接、製品の生産には携わっていない 

のですが、本来であれば、ただ溶接することしか 

できないロボット溶接機を知恵を絞ることにより 

多品種少量品から量産品まで手掛けていけるよう 

にしているのも、私の仕事の一つになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

まとめになりますが、ロータリーに入会して 6 

年目で、例会や奉仕事業に参加することが、自身 

の日常になってきました。また自社におきまして 

も、例会の日は特に社長がいなくても、進めてい 

ける会社になってきました。まだまだ至らない所 

ばかりですが、今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明日 12月 1日（水）18時 30分から「敦煌」 

で有志 10数名が集まり、親睦会を開催します。 

新会員候補者を招いて、このような会合が持てる 

状況になったことは嬉しい限りです。 

ご存知の通り、神奈川県が飲食店に対して「1 

組（1テーブル）4人または同居家族、2時間を目 

安」としてきたお願いは、先週 22日に解除され 

ています。 

一方、英国では新規感染者数が 5万人に上る日

もあるという状況で、この落ち着いた状況がいつ

まで続くか分かりません。引き続き、感染予防の

対策は心掛けていきたいものです。 

11月に入り、政府は「水際対策強化に係る新た

な措置（19）」を公表しました。これは、受入責

任者（入国者を雇用する又は入国者を事業・興行

のために招聘する企業・団体等）が、業所管省庁

（当該企業・団体等を所管する省庁）から事前に

審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持

つことを前提に、14日間の自宅等待機期間内の行

動制限の緩和措置及び外国人の新規入国制限の

緩和措置を実施するものです。 

この事前審査手続きにかかる書類作成は、行政 

書士業務ですが、申請書類に不備が多いとのこと 

 

 

 

で、急遽、本日 30日に国土交通省の国際市場課 

の職員が、全国行政書士会会員に向けてオンライ 

ン研修を行う予定でいました。 

しかし、報道されているように、昨日 29日「水 

際対策強化に係る新たな措置（20）」（オミクロン 

株に対する水際措置の強化）が発表され、様相が 

一変してしまいました。これまでの緩和措置は一 

切停止となります。とりあえず 12月 31日までの 

緊急避難的措置とのことですが、オミクロン株が 

国内に持ち込まれないことを祈ります。 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①本日の卓話の諸隈さん、楽しみにしています。 

 宜しくお願い致します。 

②今日で１１月も終わり、明日から１２月に入ります。 

コロナも落ち着いてきたところで、忘年会などでの 

飲みすぎには、ご注意下さい。 

●諸隈 武会員 

 本日は卓話です・・。お手柔らかにお願いします。 

●小野 孝会員 

諸隈さん、卓話楽しみにしています。 

●櫻内 康裕会員 

①寒さが厳しくなりましたが、お体には気をつけて下 

さい。 

②卓話の諸隈会員、宜しくお願いします。 

●中里 和男会員 

  諸隈さん、卓話楽しみです。 

●伊倉 正光会員 

  諸隈会員の卓話、楽しみにています。 

●冣住 悦子会員 

  諸隈さん、卓話楽しみにしています。 

●佐々木 敏尚会員 

①朝晩はだいぶ冷え込むようになってきましたね。 

  皆様、どうぞご自愛下さい。 

②本日の卓話、諸隈さん、宜しくお願い致します。 

●横溝 志華会員 

  諸隈会員、卓話を楽しみにしています。 

           本日のスマイル額   １０，０００円 

           今年度の累計額   ３５２，５００円 

          

 



  

 

 

 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①標準定款・推奨細則に関するご案内 

     この度、クラブで定款や細則を見直す際のツー

ルとして、啓発ビデオを作成しましたので、ご

紹介させて頂きます。ぜひご視聴をお願い致し

ます。尚、2022 年 4 月に開催の 3 年に一度の

シカゴ規定審議会にて、採択された立法案によ

り、標準定款と推奨細則に変更が加えられ、

2022 年 7 月より新しく施行されますので、疑問

や質問がありましたら、「よろず相談掲示板」

（Web）を通して、お問い合わせ下さい。 

 

＜委員会報告＞（概要にて） 

〇ロータリー財団委員会      諸隈委員長 

     皆様のご協力により、べネファクター、年次寄付、 

ポリオ寄付、ゼロ会員ゼロの全てを達成することが 

できました。ありがとうございました。 

〇親睦活動委員会         藤本委員長 

１２月２２日（水）年末家族例会の出欠表を、次週例 

会より回覧させて頂きます。多くの皆様のご出席を 

宜しくお願いします。 

 

    ＜理事会報告（持回り）＞ 

    ①指名委員会より、次年度理事役員候補者名簿の 

     提出。 

     発表と承認は、12月 7日「年次総会」にて。 

      

 

１２月 ７日年次総会「次年度理事役員の発表と 

       承認」櫻内指名委員長、会長 

      定例理事役員会 

   １４日卓話 丸子 勝基会員 

 

     

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●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 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今日は実家の父の誕生日で、８４歳になり、現在、 

陽光台で一人暮らしをしています。このまま一人暮ら 

しも心配になり、今年、マンションから一戸建てに引っ 

越したのですが、父からは一人が気楽で良いと言わ 

れました。ただ先日、倒れて入院し、数日で回復した 

のですが、週に１回は実家に泊まりに行っています。 

父は自炊しているので、簡単な料理を作ってくれて、 

これまで父とは、ほとんどお酒を飲んだことがなくて、 

こうした機会があって、晩酌しながら楽しくしています。 

これも親孝行なのかなと思っています。  （概要にて） 

 

    

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  櫻内 康裕ＳＡＡ 

斉  唱  「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 川合 貞義会員 

   

 

●

例

会 

毎 

 

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻  実 

 委員：川合 貞義、田所  毅、甲斐 美利 

    阿部  毅、諸隈  武、河野  崇 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20 名） 事前メイク者 

２６名 Zoom 含み２０名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/９) 

３名 ８６．９６％ ９５．６５％ 

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

