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「伝統承継と変革」

Succession and reformation of traditional
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第2310 回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 菊地 賀治 会長
皆 さんこんにちは。３月23日以 来 の
例会で、49日ぶりの例会開催となります。
本日は、皆さんの元気な顔を拝見する事
が出来、本当にうれしく思います。この
ままコロナに感染しない様に努力し、一
日も早いワクチン接種が出来ればと思い
ます。
今 年度も、残り２ケ月を切っており中
村年度へバトンタッチの時期だなと思っ
て おりま す。限ら れ た 時 間、今 後 スケ
ジュール通り実施して参りたいと考えて
おります。皆様のご協力宜しくお願い致します。
皆 様にご 案 内をさせて 頂いておりました、山 形南RC創 立
50周年記念事業の件で話をさせて頂きます。姉妹クラブの中
津RCさんから、1982-83年度国際ロータリー会長 向笠 廣
次氏を輩出されており、中津市内に向笠氏をたたえる向笠記
念公園があります。今回、向笠記念公園が区画整理事業に入
り移転を行いました。中津RCの皆様に大変ご無理を申し上げ、
新しく移動新設される新向笠記念公園に、山形南RC50周年
記念事業の一つとして、屋外時計を寄贈させて頂く事になりま
した。設置許可まで、中津RCの皆様から役所協議を始め多大
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「四つのテスト」
なるご尽力を頂きました。４月28日に開催された中津RC例
会（新向笠公園移転落成記念例会）時に、中津RC末永会長より、
奥塚中津市長に対し代理で屋外時計寄贈の目録を手渡して頂
きました。本来はお伺いし、目録の手渡しを行わなければな
らない所でありますが、この場をお借りして御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。
今月26日に、中津RCさんと初の試みリモート合同例 会を
計画しておりましたが、大分県内での新型コロナウイルス感染
者数が急増し、大変残念でありますが中止を余儀なくされまし
た。次年度で、是非実行して頂ければと思います。画面をご
覧頂ければと存じますが、本日のゲストで、中津RC末永会長
がリモート参加されています。後程、ご挨拶を頂きますので宜
しくお願い致します。
今月は、青少年奉仕月間です。４月から、当クラブでもう一
名米山奨学生を引き受ける事になりました。奨学生は、山形
大学 在学のチョウゲツさんです。カウンセラーは、青少年奉
仕委員長の丹野善将君です。宜しくお願い致します。
本日は、河井直 天君の会員卓話となります。河井さん、後
程宜しくお願いします。最後になりますが、皆さん何とか！感
染しないで下さい！次回の例会では元気にお会いしましょう！
我々はいつもと変わらず手洗い、うがいの励行をお願いします。

幹事

１.

菊地会長の話にございました新向笠記念公園に寄贈設置する電波時
計は、６月中に設置するべく段取りを進めております。
２. 中津RC様より焼酎を頂きました。ありがとうございます。最終例
会でいただきたいと思います。山形南からは山形のサクランボをお届
けいたします。恒例により次年度の河井幹事から手配していただきま
す。よろしくお願いいたします。
３. 地区大会について、変更案内が届いております。６/４．６/５の予
定でしたが会長代理歓迎晩さん会、懇親会が中止となり、６/５の１
日だけの開催となります。会場には、会長幹事だけ参加となり皆様方
はオンラインで参加いただく形となりますが、詳細の連絡が来次第お
知らせいたします。
４. 来週の例会は、移動例会となり、会場は、パレスグランデールとな
りますので、お間違いないようにお気を付けください。
５. 本日は、時短例会となっております。例会終了後、お弁当をお持ち
帰りください。
６. 今月のロータリーレートは１ドル＝109円となっております。
７. 例会終了後、理事会を開催いたします。理事の皆様は、出席よろし
くお願いいたします。

中津ロータリークラブ末永
会長からリモートでご挨 拶
を頂戴いいたしました。

米山奨学生チョウゲツさん
のカウンセラーに丹野善将
君が 委嘱されました。よろ
しくお願いいたします。

委員会報告
○親睦活動委員会 土田 貴英 君
４月・５月の誕生日の方は４月が、佐藤直
人君、齋藤伸治君、寺﨑利彦君、佐々木啓
充君、川合賢助君、遠藤幸司君、神﨑祐子君、
金子靖二君。５月は金森正耕君、武田浩敬君、
鈴木利明君、片岡佳彦君の12名の方です。

米山奨学生チリムゲさんと
チョウゲツさんに奨学金の
贈呈。

会員卓話

私が学んできたこと
私が学んできたこと

らどのようにして会社が大きくなり発展していったのかと強い
関心を抱いて、入社させて頂いた経緯になります。
私が入社した当時は、資本金が60億程で、業 界国内50位
台であり、製造拠点は東日本に３工場、営業拠点は全国といっ

河井

直天

た規模であり、それが、私が退職する2011年には、時代の流

君

れで海外進出をした事が大きく、資本金が180億と約３倍に
至り、製造拠点は国内工場が１工場増えて計４工場へ、そして
海 外進出した工場が３工場となりました。この社 長が創業者
でありワンマンである事の強烈なカリスマ性をお持ちでおら

私は、2019年度８月に、当クラブに入会させて頂いたばか

れ、ご発言のキーワードとして、
「反省はしないが、どんどん変

りにございますので、クラブ会員の皆様方お一人お一人と、ひ

えていけ」であり、また、入社式では「PDCAを回せる人にな

ざを交えての懇親を深めさせて頂ければと願っておりました

りなさい」と仰られ、なるほど、このように常にPDCAサイクル

が、あいにくのコロナ禍のため、中々そのご機会が作り出せな

を回して来られたのだなと感 銘を受けたものでありました。

い状況にございます。このため、本日の会員卓話では、私の自

社長に創業された経緯を教えて頂きましたところ、元々Ｔ芝

己紹介を兼ねまして、
「長く他県や海外の赴任に従事し、そこ

社の開発技術員でありましたところ、当時、世に出て４年ほど

で得られました事や学ばせて頂いた事」を、ご紹介させて頂き

経過したプリント配線板に目を付けられ、これからはこの時代

たく存じます。

が来るとの先見を持たれて、一部の工程技 術であるペースト

私は2011年に約20年振りに東北・山形に帰って参りまし

銅の印刷の技能を試行錯誤して操業されたとの事であり、残

て家業を引き継いでおりますが、中途入社した当初までは長

り９割の工程は外注委託する元請けとして事業を始められた

らく電気配線部品の下請け加工を営んでおりましたが、事業

事をお聞きしました。そして創業した時点で、時代はインベー

を 大きく切 替え、今 現 在は、お 客 様を工場とした、産 業 用ロ

ダーゲームがヒットして、ゲーム喫茶が世に出回り、次には家

ボットシステム、またはファクトリーオートメーション装置の設

庭用テレビゲームが出始めた事により、会社は年々２倍に大き

計製造を主事業としております。その前の時代である、かつて

くなっていったそうです。これは作れば 売れると言う、とても

私は、神奈川県の理工系大学の時代に、学生アルバイトをした

景気の良い時代であったのだなと、思いを馳せました。そして、

事のある、Ｍ社に入社しました。Ｍ社は、かつてプリント配線

時代は更に流れて、ゲーム機もＳ社のハイテクゲーム機が出始

板と呼ばれ、現在では電子回路基板と呼ばれる電気部品の設

め、この回路 基板を受注させて頂いたのですが、製品初期で

計製 造のメーカーになります。私がこの会社を選びました理

は品質の大問題が繰り返して発生させてしまい、工場の時代

由として、①社長のご年齢が78歳と、現在の弊社の社長と同

は、量から質に大転換していく事となりました。以上、前編に

い年である事、②アルバイト時代のご縁でお誘いを頂いた事、

なります。中編・後編に続きます。

③会社の創立が私の生まれた年と重なるため、以上の３点か
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◇５月 の 記 念 日 ◇

誕生祝いありがとうございました。
85歳になりました。誕生祝いありがとうございます。
中津RC末永会長ありがとうございました。
弊社がお陰様で40周年を迎えました。
PTA会長３月で終わりました。
末永会長ありがとうございました。
末永会長ありがとうございました。
カウンセラー頑張ります。
ネクタイを締めるのが久しぶりなのでキリッとしました。

４月度理事会報告
【承認事項】
１．５月の例会等について協議し、次の通り承認された。
・５/11㈫ 時短例会（会員卓話）
・５/18㈫ 移動例会（パレス）
・５/25㈫ から５/26㈬に日時を変更し、中津RCとのオン
ライン合同例会とする。
２．50周年記念事業の一環として、中津市に対して、移転され
た新向笠記念公園に設置する電波時計を寄贈することが承認
された。

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５５名
５３名

出席義務会員数
４５名

出席会員数
２９名
４３名

他 ク ラ ブ で （ロータリー記念奨学会常務理事会）武田 和夫
メークアップ （地 区）武田 和夫
菊川
明
大久保章宏
された会員
中村
篤

会員誕生日

金森 正耕
片岡 佳彦
結婚記念日 石山 祐介
山田 雅人
矢尾板信孝
奥様誕生日 那須 尚平
青山治右衛門
企業創立記念日 武田 浩敬
伊勢 和正

君・武田 浩敬 君・鈴木 利明 君
君
君・川合 賢助 君・三沢
寛君
君・武田 秀則 君・武田 和夫 君
君
君・寺﨑 利彦 君・菊地 賀治 君
君・木村 政則 君・武田 秀則 君
君・石山 祐介 君・木村 政則 君
君

５月度理事会報告
【承認事項】
１．６月の例会等について協議し、次の通り承認された。
・６/ １㈫ 例会 会員卓話
・６/ ８㈫ 職場訪問例会（七右エ門窯）
・６/15㈫ 佐藤市長卓話 例会
クラブ協議会 ６/15（下期報告）
・６/22㈫ 例会 委員会報告例会
・６/29㈫ 最終例会（ホテルキャッスル）18：30〜

出 席 率
95.56％
鈴木

政康

※本日の結果は２週間後に報告

※修正は２週間前の結果報告

出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは？

出席義務会員＋メイク免除会員の出席者

出席会員数とは？

出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

