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★司会 茶谷龍太 SAA
★点鐘 安本好勝 会長
「君が代」「奉仕の理想」

会 長
幹 事
副会長
安本好勝 小枝義夫 宮本欣淳

＊近隣ＲＣからのお知らせ

スピーカー紹介

●川崎百合丘ＲＣ
3/14(火)→3/ 1 1（土）に振替

安本好勝

会長

内田秀彰 親睦活動委員

中村 眞治 様（川崎大師ロータリークラブ）

中條藝立 出席委員長

会員数 出席率 出席者
該当者
本

日

前々回
前々回
メーク
アップ

台湾永和ＲＣ40周年記念式典参加

3/28(火)

鶴岡 武 様（横浜緑ロータリークラブ）
演題 「人との出会い」

出席報告

2016-2017年度 RI会長

ジョン F. ジャーム

4.本日理事会開催致します。
5.事務局3/6（月）→3/10（金）休み振替させてい
ただきます。

ソングリーダー 中條藝立 会員

ビジター紹介

1129

No.30

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

35 32 26 4 87.50
35 32 21 12 63.64 4 75.76

お花見移動例会
1 8：0 0 遊輪柿生店
4/18(火)→22 (土)に振替
経営大講演会に参加
●川崎中ＲＣ
3/21(火) 休会
3/28(火) 夜間移動例会（お花見例会）
点鐘17：30
●川崎大師ＲＣ
3/22(水) 移動例会 お花見例会
点鐘18：00 「惠の本」
3/29(水) 休会

＊週報を送ってくださったＲＣ
川崎南ＲＣ

今後の予定

秦 明・小山宏明・森野知良・西尾 猛

会長報告

(敬称略)

安本好勝

会長

1.地区より委嘱状が届いてます。
小山宏明 Ｒ財団補助金副委員長
河口武生拡大増強委員
山﨑美津夫広報公共イメージ向上委員
野口四郎ロータリー平和フェローセンター委員
増田敏雄米山奨学金増進委員
安本会長より､
2017-18年度地区へ出向する
副委員長、委員へ委嘱状が
手渡されました。
一年間頑張ってください。

幹事報告

小枝義夫

幹事

1. 例会変更のお知らせ
2. 4月8日（土）盲導犬育成のための募金活動の
参加のご協力をお願い致します。
3. 3/16プログラムを「クラブフォーラム全体会議」
に変更しました。それに伴い、ファイヤーサイド
ミーティングのご案内を会員各位へお送りしま
した。ご出席のほど宜しくお願いいたします。
(1)3/13（月）とんかつ和富、
(2)3/14（火）シーハーズ、 ともに18：30スタート

◎ 3月 2日(木) 「人との出会い」
鶴岡 武 様（横浜緑ＲＣ）
◎ 3月 9日(木) 「創立２５周年を迎える
我がクラブの今後の道程」
轟 淳次 様
◎ 3月16日(木) 「クラブフォーラム全体会議」

委員会報告
■御幡幸男 親睦活動委員長
（１）3/23（木）家族グルメ会のご案内
（２）３月のお誕生会
■西尾 猛 社会奉仕委員長
盲導犬育成のための募金活動のお知らせ
4/8（土）川崎駅前周辺にて
■轟 淳次 会員
本日のガバナー諮問委員会でのご報告
■野口四郎 会員
オペラ歌手松井美路子さんのオンディーヌ鑑賞
の件
飯坂俊弘会員 3月 4日
3月のお誕生会
西尾 猛会員
佐藤明彦会員
福嶋安行会員
中條藝立会員

3月 6日
3月11日
3月20日
3月30日

Happy
Birthday!

本日の卓話
鶴岡 武 様

『人との出会い』

（横浜緑ロータリークラブ）

さて多くの人との出会いは、その人の人生を形成すると言われております。又ロータリーの目
的に知り合いを広めることによって奉仕の機会とするとあります。いずれにしろ人との出合い
は多くの影響を受けます。自分の場合、仕事、趣味、ロータリー等多くの機会に恵まれました。
先ず自社仕事がら外国顧客との付き合いが多くございます。実は学校を出て、昭和３３年就
職が富山県でした。海外工場の話があり、英語嫌いの自分は避けるべく、東京の住友系の
会社研究所に転職したが、ここでも米国シルベニア社と技術提携が始まり渡米されそうにな
ったので、安心してレアメタルの精練が出来る現職になりました。ところが先代が他界し、自
分が社長を４０年ほど前に引き継いだ時、貿易部の人間が会社の金で商売していることが発
覚、即解雇したが、担当がおらず、困り自分が小学生と一緒に嫌いな英会話勉強をせざるを
得なくなった。前２つの会社で逃げたが、とうとう嫌いな仕事から逃れず閉口した。結局多くの
外国企業と取引し、年間２ケ月は外国周りとなってしまった。
私どもの会社製品は光半導体、青色発光ダイオード、薄膜太陽電池、触媒、医薬品等で女
性の乳がん検査マーモグラフィーのX線半導体は世界シェアー１００％です。要は特殊な化
学工場です。赤字の会社を引き継ぎ、現在経営安全率８１％（国内トップマブチ７５％）、自
己資本比率７１％（国内トップトヨタ６１％）で中山工場といわき工場（５０００坪）で操業してお
り、社員５０名、繰越利益￥３８億円であります。ここからは海外で体験したことをお話いたし
ます。
【海外での顧客訪問の数々、出来事について】
・アメリカ３Ｍ社との思い出 ・ニューハンプシャー州での出来事 ・米・Ｒ社春秋訪問
・北米、南米、欧州各国訪問、原料買い付けなど、成田は１５０回以上利用
・米国での裁判 ・インドデカン高原ハイデラバードへの訪問
・フィリピン合弁会社訪問 ・アフリカ（３回）訪問の思い出
・アメリカ→ロンドン間コンコルドでの移動のお話 ・ドイツバターボーン空港での出来事
・東ドイツ鉱山町ゴスラーの古城での思い出
ロータリー関係では自クラブは勿論、地区、又ロゴマーク付きの切手収集しており関東の仲
間たちが居り、見本をその内持参します。又毎年RI国際大会に出席、友愛の家での我々の
ブースを手伝っており世界の仲間と親睦を深めております。趣味としては、民謡の会と市民
大学日本文学部門で日大教授から「源氏物語」原文で勉強しています。
鶴岡様がこれまでに経験されたことを本に執筆され、まもなく完成するそうです。
本日は大変貴重なお話をお聞きする事が出来ました。有難うございました。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

宮本欣淳

副会長

★貴クラブの方にはロータリー財団で大変お世話になっており、
御礼申し上げます。今日は卓話をやらせていただき、有難う
ございます。 鶴岡 武 様（横浜緑ＲＣ）
★鶴岡さん卓話宜しくお願い致します。
轟さん、山室さんから応援のメッセージが有りました。
中村 眞治 様（川崎大師ＲＣ）

◆島田鈴木会員
鶴岡ロータリー財団副委員長、本日の卓話宜しく
お願い申し上げます。
タイ旅行反省会お疲れ様でした。
◆ 野口会員
鶴岡様、ようこそマリーンへ来年地区財団へ出戻り
ますので宜しくお願い致します。
◆轟会員
本日は、地区Ｒ財団補助金副委員長鶴岡武様、
ご多用のところ誠に有難うございます。
◆山本会員
1.鶴岡様、本日の卓話宜しくお願い致します。
2.妻の誕生日のお花有難うございます。
◆小山会員
鶴岡地区ロータリー財団副委員長、本日の卓話
楽しみです。
◆森野会員
川崎市立富士見中学校が本年で７０周年を迎えま
す。増田会員が実行委員長を務めます。
関係各位 には多額の寄付を期待します。
遠慮なく森野までご持参お願い致します。

昭和10年生まれ
千葉工業大学卒
ロータリー歴：
H 8 横浜緑RC入会
H17 会長(桐蔭学園IM実施)
ROS入、大阪大会から毎年
RI大会参加、友愛家切手
ﾌﾞｰｽを手伝う
H 9 千種会入会
地区青少年交換委員
地区奨学金学友委員
地区Ｒ財団補助金委員長
地区Ｒ財団副委員長

本日の災害義援金
累計金額

10,000 円
106,000 円

本日のニコニコ
累計金額

25,000 円
601,000 円

◆中條会員
本日の卓話宜しくお願いいたします。
◆増田敏雄会員
2/26(日)米山修了式。
3/4（土）17：30～米山奨学生ボーリング大会
ハマボールにて開催されます。ご参加できる興味
のある方は私までお知らせください。
◆福嶋会員
タイ研修の反省会に出席の皆様ご苦労さまでした。
◆増田洋一会員
2/25～26で復興支援事業の農都交流ツアーに
参加しました。
伊達市の農園で農業体験をしました。
◆秦会員
鶴岡様、今日は卓話楽しみにしています。
◆安本会員
鶴岡武様、本日の卓話楽しみにしています。
◆小枝会員
4月22日経営大講演会に皆さん参加してください。
友人の参加も宜しくお願いします。
クラブ会報担当：秦 明副委員長
河口武生

