●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

第 2121 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

６月７日 №43
会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

幹 事 阪西 貴子

（資料より一部要約にて掲載）

藤本

恵介

管理スタッフ：２名

ようこそ、Future（未来）Design（創造）へ

プロダクトデザイナー：２名
機械設計者：９名

＜神奈川県相模原市
さがみはら産業創造センター内＞

電気・ソフト設計者：１名
組立・品質管理スタッフ：３名

＜福島県南相馬市
南相馬市産業創造センター内＞

①受託開発業務（国際ロボット展）

機械設計者：１名

電気設計者：１名

① 受託開発業務
② 自社商品開発業務
①受託開発業務
自動車

特殊車両

医療機器

自動機設備

エンジン
ボディ、内装
移動販売車、福祉車両
F1 用油圧ホース
リハビリ装置
造影剤注入装置
キズ検査装置
部品組立・搬送装置
ドライブシュミレーター

その他

アミューズメント機器
生ごみ処理機

ロボットハンド
床洗浄ロボット
ロボット

AGF（Automatic Guided Vehicle）
手術ロボット
ドローン

①受託開発業務

➁自社商品開発業務

自立掃除ロボット
「Asion」

デザイナーと設計者の併走開発

ロボットベース

〇自社商品開発業務

デ
ザ
イ
ン
・
設
計

組
〇自社商品開発業務（国際ロボット展）

立

経営理念
ものづくりを通じて
社員の幸せを追求すると共に、
社会繁栄のために技術を磨き、
夢を求め、未来を拓く
●Ｆ-Design の向かうところ
・サービスロボットメーカー
・サブスクビジネス
・５０～７０人規模
・海外進出
・30 期で売上 10 億円

変化

他自感動

ガバナー補佐引継のご挨拶
冣住

悦子ガバナー補佐

もう任期の１年も終わります。初めの頃は各ク
ラブの例会出席や、奉仕活動に参加していれば良
いと言われましたが、コロナによる緊急事態宣言

5 月 29 日（日）に行われた第 5 グループの 2 つ
の行事についてご報告します。
午前 8 時 50 分、相模川高田橋下に集合して、ク

やまん延防止などで活動もできず、ガバナー補佐

リーンキャンペーン（清掃活動）を行いました。

会議も夜間まで続いて大変でしたが、そんな中で

参加された皆さん（㝡住会員、小崎会員、大井会

も中 RC は、田後会長の方針もあり、対面例会を

員、諸隈会員、田後の会員 5 名と、そのお子さん

継続されたことは素晴らしいと思います。

たち）強い風と陽射しの中、大変お疲れ様でした。

次年度の杉崎ガバナー補佐は、ご存知の方も多

タバコの吸い殻は目立ちましたが、ごみの量は

いと思いますが、地区の役職もいろいろとされて

さほど多くなく、10 時過ぎに解散となりました。

いて、大変気さくな方ですので、次年度も引続き
ご協力をお願い致します。
（概要にて掲載）

高田橋に集まったのは当クラブのほか、相模原、
相模原東、相模原橋本、相模原ニューシティーの
各クラブでした。同日同時間帯に、相模原南、相

杉﨑

信一次年度ガバナー補佐

模原西、相模原かめりあ、相模原西令和大野ロー
タリー衛星クラブが小田急相模原駅北口ロータリ
ーで、相模原柴胡が相模原中央公園で、同様に清
掃活動を実施したとのことです。
午後 5 時からは、合同懇親会がレンブラントホ
テル町田で開催されました。例年ＩⅯの際に開催
してきたグループ合同懇親会を 3 年ぶりに行うと
いう位置づけです。田島透ガバナーご臨席のもと、
佐藤祐一郎ガバナーエレクトが次年度への想いを

今年度は地区研修・協議会のホストとして大変

語られるなどセレモニーが 1 時間ほど続き、田島

お疲れ様でした。また今年度のガバナー補佐会議

敏久ガバナーノミニーの音頭で乾杯となりました。

は、田島ガバナーの要望もいろいろ厳しかったよ

当クラブからは㝡住ガバナー補佐のほか、川合

うで、夜遅くまで大変だったと思います。次年度

会員、豊岡会員、藤本会員、田後の会員 4 名と事

の RI 会長は初めて女性の方で、佐藤ガバナーエ

務局の江成さん、米山奨学生の朱さんが出席。

レクトも記憶に残る年にして下さいとのことで

現・次年度の会長・幹事紹介など様々なプログ

す。来月から一年間、宜しくお願い致します。

ラムが用意されて、当クラブにも 4 月の地区研修↗

協議会の報告をする機会を与えて頂きまして、豊

●阿部 毅会員

岡実行委員長と私とで登壇し、御礼を申し上げて

①ガバナー補佐の引継ぎ、冣住さんお疲れ様でし

きました。出席者数は、1 テーブル 6 名程で 20 テ

た。杉崎様、宜しくお願い致します。

ーブル、合計で約 120 名でした。第 5 グループの

➁藤本会員、また斬新な話を楽しみです。

3 割弱の人数なので、当クラブでも 7 名は出席し

③本日は誕生日祝をありがとうございます。とう

て頂ければ良かったと思います。20 名程出席して
いるクラブもあり、勢いを感じました。

とう傘寿（80 才）に突入です。
●豊岡 淳会員
①誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

＜理事会報告（今年度・次年度合同）＞

➁杉崎ガバナー補佐エレクト、ようこそ！

①６月２８日（火）年度最終例会の件。

③藤本さん、卓話よろしくお願いします。

夜間例会にて実施。１８：３０点鐘「敦煌」 会費は

●河野 崇会員

クラブ負担とする。

①誕生日のお祝を頂き、ありがとうございます。今月で

②今年度 収支決算報告（一部、概算金計上）の件。
・一般会計残高 ３，６７７，５１２円
（前年度比 約６４万円減）
・奉仕会計残高 １，１００，３９７円
（前年度比 約３７万円増）
③次年度年会費について。
今年度と同額で継続。年間２２万円（半期１１万円）
④地区研修協議会 収支決算（仮）の報告。
報告書経費以外の支出が完了。報告書は冊子の
みとし、ＤＶＤは作成せず、地区ＨＰにアップする。

４７才になりました。気持ちは若く、良い年の取り方
をしていきたいと思いながら、日々、精進していきた
いと思います。
➁卓話の藤本さん、宜しくお願い致します。
●小崎 直利会員
①本日お越しの杉崎信一次年度 AG、朱さん、ようこ
そ。冣住 AG、１年間お疲れ様でございました。
➁先日の合同奉仕事業の相模川清掃活動、お疲れ
様でした！
③本日卓話の藤本会員、ロボットベースのお話、楽し
みです。
●小野 孝会員
①会員誕生日祝の河野さん、豊岡さん、阿部さん、

●杉崎 信一次年度ガバナー補佐（相模原南ＲＣ）

おめでとうございます。

４月に開催されました地区研修・協議会にあたり、

➁卓話の藤本さん、楽しみにしています。

主幹クラブお疲れ様でした。本日は第５グループ B

●竹田 繁会員

ガバナー補佐を輩出されている相模原中ＲＣに引

①会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。

継ぎでお伺いさせて頂きました。次年度よろしくお

➁卓話の藤本会員、よろしく。

願い致します。

●田所 毅会員

●冣住 悦子ガバナー補佐

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。

①本日は、いよいよガバナー補佐の引継の挨拶です。

➁藤本さん、卓話よろしく！

無事に？この日が迎えられて、本当に嬉しいです。

●櫻内 康裕会員

➁６月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。

①お祝の皆さん、おめでとうございます。

●田後会長、阪西幹事

②杉崎次年度ガバナー補佐、宜しくお願いします。

①次年度ガバナー補佐の杉崎様、ようこそいらっしゃ

③藤本会員、宜しくお願いします。

いました。冣住ガバナー補佐、一年間大変疲れ様

●諸隈 武会員

でした。

①杉崎様、ようこそ。次年度宜しくお願いします。

➁卓話の藤本さん、宜しくお願い致します。

➁誕生日祝の皆様、おめでとうございます。

③米山奨学生の朱さん、楽しんでいって下さい。

③藤本会員、本日は宜しくお願いします。

④今月お祝の皆様、おめでとうございます。

本日のスマイル額

２１，０００円

＜米山奨学生より近況報告＞
朱 奕琳（ｼｭ ｲﾘﾝ）さん

・河野 崇会員 ６月 ２日
最近、就職活動を始めました。メディアやマスコミ

・豊岡 淳会員 ６月 ３日

関係を目指して、テレビ局や新聞社の資料などに目

・阿部 毅会員 6 月 17 日

を通しています。上海の近況を報告させて頂きます
と、ロックダウンは解除されましたが、４８時間に１回
の PCR 検査が必要で、まだまだ以前の状態には、
戻っていません。（概要にて掲載）

＜近況スピーチ／冣住会員＞
先月２１日の第５グループ
ゴルフコンペで、相模原中Ｒ
Ｃは「ブービー賞」となり、慣

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
ありません

例で、次年度のゴルフコンペ
の担当となります。

※次週例会は、10 日（金）45 周年記念例会「八王

近況ではありませんが、念の

子うかい亭」となります。バスの時刻は 17 時に

ためお伝えさせて頂きました。

商工会議所前、17;10 頃に相模原駅前より。

ゴルフ場の手配や各クラブへの連絡など、お手数を
おかけしますが、宜しくお願い致します。

６月１４日→１０日（金）移動例会「４５周年
記念例会・八王子うかい亭」18 時より
２１日クラブ協議会「今年度活動のまとめ」

会

員

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

２６名

２２名

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(5/17)

２名

●例会場

９１．６７％

鐘 １２：３０

会

場

司

会

斉

唱

〒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

「敦煌」
櫻内 康裕ＳＡＡ
「国歌君が代」
「四つのテスト」

ソングリーダー 諸隈 武会員
ゲスト

杉﨑 信一次年度ガバナー補佐
（相模原南ＲＣ）

９５．８３％

中国名采「敦煌」

TEL 042-758-5750

点

朱 奕琳さん（米山奨学生）

●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
委員：川合 貞義、田所
毅、甲斐
阿部

毅、諸隈

武、河野

FAX 042-758-1605

Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

実
美利
崇

