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第 35 号 ２964 回例会 ２０１7 年 4 月 6 日（木）
＜ビジター・ゲスト＞
狭山金型製作所(株)代表取締役

☆★会長の時間
西山祐三会長
4 月は母子の健康月間です。
2014 年 10 月 RI 理事会は、重点分野である[母
子の健康月間]である 4 月を、5 歳未満の幼児の
死亡率と罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率
の削減、より多くの母子に対する基本的な医療
サービスの提供、保険従事者を対象とした研修、
保険ケアの提供、母子の健康に関連した仕事に
従事することを目指す専門職業人のための奨
学金の支援を強調する月間とした。
今年の桜は遅れているようで未だに満開に
なりません。ここ２、3 日の暖かさで間もなく
満開になると思います。学校の入学式に満開で
あれば素晴らしいことと思います。
昨日、春の交通安全運動の出陣式が、藤沢の
イオンで行われました。6 日から 15 日迄の 10
日間が交通安全運動となってます。田中市長初
め多数の方々が参加をされてました。狭山警察
署からの話では、今年 1 月から 3 月 31 日まで
の埼玉県の交通事故死者数が 48 名、昨年より
13 名多く、全国ワースト１との事でした。春の
交通安全運動では子供、高齢者らの自転車事故
の防止を掲げて
おります。いずれ
に致しましても
交通事故には注
意をしたいもの
です。
会社の広報活
動になってしま
いますが、来月 5
月より、当社のドコモショップが月 1 回の定休
日が出来ます。入間狭山店が第３火曜日、入間
インター店が第 2 水曜日、武蔵藤沢店は第 2 火
曜日が定休日そして、営業時間も 10 時から 19
時に短縮変更となります。

大場 治 様

本庄ロータリークラブ パストガバナー
加藤 玄静 様
年何回か来たい入間クラブ
です。私が一番大事に思うこと
は、会長の 10 分間の使い方が
如何に、面白くて為になるかで
出席率も上がり、
会員増強にも
繋がると思っています。
新狭山ロータリークラブ 会長
石田 嵩 様
3 回目の会長をやっておりま
す。今日は 5/27 の 30 周年記念
講演会と懇親会のご案内に伺い
ました。講師には今泉清詞ＰＧ
にお願いしております。宜しく
お願い致します。
＜今月のお祝い＞
会員誕生日

奥冨茂生君
豊田恵子様
婦人誕生日
吉岡晶子様
中澤好子様
友野政彦君
結婚記念日
粕谷康彦君
中澤孝芳君
＜５月プログラム＞
内 容
4日
11 日
18 日
25 日

新井馨様
宮崎洋子様
齋藤金作君
晝間和弘君

クラブ定款第6条第2節(C)により
例会取り止め
講師卓話 高橋愛子様
「大使とその婦人の役割」
音楽鑑賞会 アミーゴ
講師卓話 坂いずみ先生
｢ここまできた形成外科,美容外科」
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★幹事報告
吉沢誠十幹事
第 10 回定例理事会 ＜協議事項＞
1.6 月のプログラム
2.3/9 日帰り美術館会計報告
3.定款･細則→会長より見直し案を配布検討。
その後諮問委員会で検討 理事会で決議。
4.次年度、奥田 古川両氏業務委託契約書更新
関谷エレクトより発表
5.その他
①入間市倫理法人会経営講習会後援の件
②米山記念奨学生「季 秀美」さん
4/11(火)入間南 RC 合同例会に出席
＜報告・予定等＞
①4/8(土)フレッシュロータリアン研修
齋藤・晝間・繁田会員出席予定
②4/8(土)R 財団奨学生 第 4 回オリエンテー
ション→細淵会員出席予定
③4/15(土)地区立法案検討委員会
西山・関谷会員出席予定
④4/10(月)入間市立豊岡中学校 第 71 回入学式
粕谷会員出席予定
●入間南ＲＣ合同例会参加者の方はバスの乗
車場所・時間の確認をお願いします。
●委員長報告
会報・雑誌委員会
大野賢次委員長
＜横組＞
Ｐ14 女性会員で広がる多様性」
女性会員を増やそう、クラブにも利益と
価値が得られる。
Ｐ34 職業奉仕、職業サーヴィスを考える。
相手の為になる行為であって、無料とい
う概念はない。
Ｐ36 ロータリーと歌
なぜ、ロータリーは「君が代」を歌い、
日の丸を掲げるか？
＜縦組＞
Ｐ4 母子の健康
東京銀座新ロータリークラブの対馬ルリ
子会員の地区大会での講演
Ｐ9 クラブを訪ねて
第 2520 地区大船渡西ロータリークラブ
プログラム委員会
田中快枝委員長
6 月 1 日はＡ級ティーチングプロ横山健司様
の講師卓話、8 日各小委員長事業報告、15 日五
大奉仕部門委員長事業報告、22 日会長・幹事・
ＳＡＡ挨拶、29 日最終例会の会場は昭和の森・
車屋で行います。尚、4/20 には友野会員の妹さ
んが卓話にいらっしゃいます。『月下上海』で
第 20 回松本清張賞を受賞されており、読まれ
てはどうでしょうか。又、5/25 の坂いずみ先生
による｢ここまできた形成・美容外科」の卓話に
興味のある奥様方も、是非例会にお出で下さい。
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青少年奉仕委員会
忽滑谷明委員長
次年度の入間ロータリークラブでお世話す
る米山記念奨学生季秀美さんは西武文理大学
の 3 年生。奨学期間は 2 年間です。皆様ご指導
程よろしくお願い致します。
関谷永久エレクト
新旧役員会を 4 月 25 日にやまきにて行いま
す。来年度の会長方針、地区ガバナー方針ＲＩ
の会長方針、予算案を提示いたします。
又、23 日の地区協議会への出席については事務
局よりファックスいたします。
＜出席報告＞
会員数 出席数
44 名

27 名

馬路宏樹委員
出席率 前々回修正率
64.3％

-----

事前欠席連絡 6 名
＜ニコニコＢＯＸ＞
繁田光ＳＡＡ
加藤玄静様～何時もお世話になります。
石田嵩様～創立 30 周年のご案内に伺いました。
宜しくお願い致します。
忽滑谷明君～ロータリー米山記念奨学会理事
加藤玄静ＰＧようこそ入間ＲＣへ。
細淵克則君～加藤ＰＧ、会長の時には大変お世
話になりました。
岩崎茂君、山岸義弘君、吉永章子君、馬路宏樹
君、西山祐三君、吉沢誠十君、関谷永久君、繁
田光君～大場様、本日の卓話宜しくお願い致し
ます。加藤ＰＧ、石田会長ようこそお出で下さ
いました。お楽しみください。
齋藤栄作君、豊田義継君～加藤ＰＧ、石田会長
ようこそ入間ロータリークラブへ。
田中快枝君～大野さん先週の発表、代わってい
ただきありがとうございました。
上野弘勝君、晝間和弘君～加藤さん写真ありが
とうございます。
一柳達朗君～本日、長男智朗が桜野小学校に入
学いたしました。沢山勉強して沢山遊んで一回
りも二回りも大きく成長して欲しいです。
関根靖郎君～早退いたします。
本日\64,500
累計\893,000
■回覧、配布物
① ロータリーの友 4 月号
② 国際交流ＮＥＷＳ No.100
③ エルトゥールルが世界を救うのご報告
④ ネパール奨学里親申し込み確認
⑤ 100 周年記念シンポジウムのご案内
⑥ 他クラブ週報と例会変更のお知らせ
⑦ 入間ＲＣ週報 34 号
⑧ 西山会長より「今日は何の日」

■■■

■■■

狭山金型製作所
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メイド・イン・ジャパンの高品質にこだわり、
日本のものづくりを大切に考える当社ですが、
海外へも展開しています。昨年にはシンガポー
ルの sanwa 社と対等な立場で、合弁会社 SANWASAYAMA Precision Engineering を設立。同社は
中国、インド、マレーシアなどに展開し、国際
的なネットワークやマネジメントで強みがあ
る 2000 名規模の企業。そこに当社の技術が合
わさることで、高いシナジー効果を生み出しま
す。現在は世界に流通するアメリカ・韓国のス
マートフォンのメーカーなどと取引を重ねて
いますが、将来的には医療・マイクロロボット・
航空宇宙などの新分野も切り開いていきたい
ですね。今は毎月シンガポールに行っています。
既存の仕事を大切にしながら、新しい分野に
もチャレンジして仕事を獲得していくことが
大切です。
「ほかの会社がやらないこと」に対応
できるように、常に準備体制を整えています。
｢金型こそメイド・イン・ジャパンの礎」
ものづくり、工業製品で大量生産をする上で
は、金型は必要不可欠です。日本製品の良し悪
し、極端に言えば国力を支える一つでもありま
す。日本に残さなければならない技術の一つが
金型であると言い切ることができると思いま
す。今、日本は世界のシェアの 40％ぐらい持っ
ているのですが、これがどんどんと減ってしま
うと国力も無くなってしまうし、製造現場も無
くなってしまいます。ここだけは日本が押さえ
ておかなければならないのです。一番先進なと
ころなのですから。
金型は、良いものをつくる上でのあくまでも
道具なのですが、日本人は図面以上のもの、よ
り良いものをつくろうというセンスがあるし、
そのセンスが生かせる仕事が金型だと思いま
す。日本人に合った仕事です。合っていたから
こそ良い金型ができ、これだけの工業国になっ
たのだろうと思います。縁の下の力持ちで、目
に見えない仕事ですが残さなければいけない
仕事です。
『チーム入間はとんがったワンストップ
ソリューションを提供します』
それぞれの得意とする｢とんがった｣技術を組
み合わせ、お客様に喜んで頂けるようなソリュ
ーションを提供する事を目的とした提案型の先
鋭部隊です。これからもよろしくお願い致しま
す。本日はありがとうございました。

大学を卒業後、他界した父が創業した狭山金
型製作所を引き継ぎ、若干 25 歳で代表取締役
社長に就任。急遽、会社を継ぎ出来ないことの
ほうが多いような状況でしたから、せめて出来
ることは人の倍やりましたね。朝は誰よりも早
く出社し、深夜までがむしゃらに働いた。もち
ろん勉強も欠かさなかった。私は 1962 年に板
橋で生まれました。モットーはスーパーポジテ
ィブシンキング。趣味は剣道、家庭菜園、読書、
ものづくり大好きな 55 歳です。
そんな寝ずの努力をし、行き着いた信条が 4
つあります。それは「誠実に行動する」
「常に向
上する」
「付加価値を生む」
「社会に貢献する」
。
会社の存在価値とはどこでもできることでは
なく、他社がやらないことをやることではない
でしょうか。当社の場合は高品質・超精密・短
納期を強みにブランドを確立しています。だか
らこそ、私は働いて会社の価値を高めてくれる
社員に感謝。それを認めてくださるお客様にも
感謝しています。日々忙しいけれど辛いと思っ
たことは一度もありません。社員にも「知って
いる」より「好き」
、
「好き」より「楽しい」と
感じながら働いてもらいたいと、常々思ってい
ます。
金型・成形・加工メーカー５社が「チーム入
間」を結成し、共同で仕事を請け負う体制を整
え、それぞれの得意分野を持ち寄りスマートフ
ォンから人工衛星に至る最先端分野の部品を
加工し供給をするもので、１社の力ではとても
無理な仕事を取れるようになり中小企業同士
が手を結び、行動範囲を広げる動きが加速して
います。

発行 入間ロータリークラブ
■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788
■Email
iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp
■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111
■例会日：木曜日 12：30～13：30■会報委員：大野賢次 石川嘉彦 摂田順一 白幡英悟
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