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８月 ２９日（火）

取止め例会（祝日週）

取止め例会（お盆）

２６００回記念夜間例会

第１回クラブフォーラム「会員増強維持クラブ結成」
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武田　茂　会長

第25９８回　2017年7月２５日（火）

司　　会／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「四つのテスト」

ゲ ス　ト／なし

ビジター／大和田園ＲＣ　河西　正彦様

会長の時間

幹事報告

◆９月１８（月）祝日は地区大会です。

場所は、相模女子大学グリーンホー

ル・小田急ホテルセンチュリー相模大

野。出欠表を回覧しますので、チェック

をお願いします。プログラムも回覧して

おりますのでご確認下さい。

◆会費の納入をお願いします。

◆出席免除申請を出す方は事務局までお願いします。 

【ポスティング】

・次第

・週報 

・第1回定例理事会議事録 

・カラオケの会

・IM報告書

【回覧】 

・ハイライトよねやま 

・座間ママチャリフェスタ2017 

・第９回やまと子ども絵画大賞開催のご案内

・第４１回神奈川阿波おどりのご案内

・大和市国際化協会賛助会員の加入・更新について

・囲碁大会のご案内

こんにちは

毎日暑い日が続いていますが皆

様元気にお過こしでしょうか？先週

休みが入りましたので２週間ぶりの

例会となりました。この２週間の間に

大和中クラブ・田園クラブ・座間クラ

ブに 会長就任の挨拶で3クラブ訪問をしました。

特に座間クラブにおいてはメンバー１４名中１０名出席でち

ょっと淋しい気がしました。

そして厚木のホテルで第１回目の会長幹事会がありまし

た。多くはありませんがそれぞれのクラブと親交を深めて参り

ました。

会長の時間

毎回の会長の時間をどのようなことで乗り越えようか！！

結構プレッシャーでしたが、花岡さんの奥様が花岡さんが

会長になった時、同じ様な事で悩んだとき！！ 奥様が一言 誰

も聞いてないわよ！！　とこの言葉で私は救われました。次回か

森川　良三　幹事

　　６人兄弟の末っ子として山形で生まれた。育ち盛りの５歳

時は終戦の年であり、食糧難で誰もが食糧確保に奔走して

いた。山形は旧海軍神町航空基地（現在の山形空港）があ

る為、米進駐軍が駐留しジープが日々市内を走り回ってい

た。５歳の悪餓鬼共はジープが停車すると車に駆け寄り、子

どものひとつ覚えのギブミーチョコレートを連呼し、目当ての

チョコを手にした時の喜びは今も記憶に残っている。その時

の軍人さんにありがとうと申し上げたい。

　　１８歳まで山形で育ち、高校卒業と同時に横浜へと上京し

ました。最初の職場は、和文タイプ・英文タイプ・計算機の

販売・補修サービスの業務と和・英タイプライターのタイピス

ト養成学校も経営している会社だった。私は計算機の修理

班に配属され、初めてタイガー計算機（歯車などの機械要

素の組み合わせで演算を行う）と出会った。

　　計算はソロバンが主流の時代、手動式の計算機とその機

械を使いこなすことは、なんとなくハイカラになった気分でも

あった。その機械を修理調整するには、構造を把握してない

と出来ない。といって修理マニュアルを勉強させられた覚え

もなく、先輩リペアマンの補助作業と教えを頭に入れ、自分

のものにする。まさに「習うより慣れよ」でありました。顧客先

では機械のロック解除や部分構造の分解、組立調整等極

力短時間でおこなわなければならない。又部品は高値で潤

沢でもない為、摩耗・損傷部分は溶接し自立調整後硬度を

高める為オイル焼き入れを行い組込むと言った具合、今日

では考えられない手作業と本人の勘が求められていた。私

にとってこの仕事を数年ではありますが、続けていた事が後

に大きく役立つこととなった。

　　ある程度技術を習得した数年後、会社の業績が悪化し

始め倒産の危機を感じていた頃、㈱有隣堂が新規に事務

機械販売部門を開設し力を注いでいた。英文タイプライタ

ーのリペアを行っていた先輩は６ヵ月前に有隣堂へすでに転

職しており、その先輩から計算機を修理するサービスマンが

不足しているから面接を受けたらどうかとの誘いがきっかけ

で、有隣堂へ入社することが出来た。昭和３７年４月、２１歳の

春でした。この時ほど計算機の修理を仕事としていて良かっ

た、そして有隣堂に入社できた。横浜の地で生きてゆくこと

習うは一生

が出来るとの最高の感激

が忘れられない。

　　有隣堂で扱っている商

品は、ほとんどが輸入品の

電動式加算機、その内イタリア製のトータリヤ加算機には

特に愛着を感じたのは、ある年、輸入代理店からトータリ

ヤの技術者が来日し、国内の販売店におけるリペアマン

の技術指導が数日行われ、技術の伝授を受け、さらに気

に入られイタリアで一緒に仕事をしようとの誘いもあった

からと思う。本当に機能と美を兼ね備えたアデングマシー

ンであった。有隣堂は社員に対する社内研修が徹底して

おり、商品知識はもちろん接客態度、話し方専門分野の

講習会・受講等社会人として通用する社員育成を重視

する会社でありました。私は自社（昭和４２年９月設立）

を引き継ぐことになる前の７年間の有隣堂在籍時代が

今日までの原動力になっていると思う次第です。

　　昭和４４年７月有隣堂を辞め、和興建清株式会社に

専務取締役として身を置き変えた。会社の業務内容は

工場内のラインの清掃、塗装ブース施設清掃を主力と

し、他に清掃対象物件はなんであれ対応する姿勢をと

っていた。私自身、今までの機械相手の仕事から脱却す

る転機と考え様々な壁に突き当たりながら自身も現場に

出て、共に汗することで、良き人間関係の構築につながっ

たと思っている。４６年～４７年からは産業廃棄物処理に

係ることが先に進めるとの方針で先行投資を行った。社

業を清掃と廃棄物処理を両輪として業務拡張すること

ができた。

　　４８年の第一次オイルショックと清掃法の改正を乗り

切り、３７歳の５１年６月社長就任その後５３年第２次オイ

ルショックその影響は大で業績は急激減した。

　　「起業は易し守業は難し」のごとく業を守り、維持して

いくことの難しさを味わい苦闘の時期を迎えたが主顧客

様から多大なる業の支援を受け、業績も次第に回復す

ることが出来、今日に至ることが出来ました。仕事は常に

変化と進歩を求めてくる。故に私は「習うは一生」と決め

ている。

本日 ￥７,０００  累計 ￥１０２,０００

◆大和田園ＲＣ河西正彦様／お世話になります。本日はよろ

しくお願い申し上げます。

◆武田茂会長／今日も一日元気に。

◆古木通夫会員／ダルイ！だあるい～！！

◆伊藤健司会員／暑い日が続いています。私は趣味の登山

を活かし、夏山を楽しんでいます。汗をかきかき、下山後の

ビールは格別です。

◆眞鍋藤正会員／一昨日８４歳になり

ました。ひまごまで参加して、盛大に

祝ってくれました。

◆増正之会員／長谷川衛氏の卓話楽

しみにしてます。

◆長谷川衛会員／何もない、とってとら

ぬ卓話になりますが、皆様最後までよろ

しくお願い申し上げます。

委員会報告

◆米山カウンセラー

／吉岡善一委員長

１）７月１６日、米山奨学クリーンキャン

ペーンが江ノ島で開催されました。奨

学生のタム君と私が参加しました。約

２００人の参加がありました。

２）７月１８日、タム君の指導教授（飯田

教授）にごあいさつに行ってきました（神奈川工科大学で

す）。

◆社会奉仕委員会／赤澤多加志委員長

北九州の水害義援金

◆伊藤健司会員

田辺研一郎さんの件、法律顧問契約

のご紹介

◆親睦ロータリー家族委員会

／戸張美穂委員長

委員会行います。

◆ＳＡＡ／伊藤彦二委員長

本日例会後２時までに退席してくださ

い。理事、委員会なども含めて。

◆カラオケ同好会／長谷川衛会長

第１回カラオケ

会、８月２８日

（月）、時間は１９時～２２時半、場所は

スナックマキ

会員お誕生日祝い　眞鍋藤正君

会員お誕生日祝い　馬郡恵太君

戸張ソングリーダー

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

出席報告　籾山委員

卓話
自分の人生観について

長谷川　衛　

らの会長の時間を楽しみにしていたください。絵描きとしての

お話をしようと思います。以上です。 ありがとうこざいました。

お誕生日
おめでとうございます
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切り、３７歳の５１年６月社長就任その後５３年第２次オイ

ルショックその影響は大で業績は急激減した。

　　「起業は易し守業は難し」のごとく業を守り、維持して

いくことの難しさを味わい苦闘の時期を迎えたが主顧客

様から多大なる業の支援を受け、業績も次第に回復す

ることが出来、今日に至ることが出来ました。仕事は常に

変化と進歩を求めてくる。故に私は「習うは一生」と決め

ている。

本日 ￥７,０００  累計 ￥１０２,０００

◆大和田園ＲＣ河西正彦様／お世話になります。本日はよろ

しくお願い申し上げます。

◆武田茂会長／今日も一日元気に。

◆古木通夫会員／ダルイ！だあるい～！！

◆伊藤健司会員／暑い日が続いています。私は趣味の登山

を活かし、夏山を楽しんでいます。汗をかきかき、下山後の

ビールは格別です。

◆眞鍋藤正会員／一昨日８４歳になり

ました。ひまごまで参加して、盛大に

祝ってくれました。

◆増正之会員／長谷川衛氏の卓話楽

しみにしてます。

◆長谷川衛会員／何もない、とってとら

ぬ卓話になりますが、皆様最後までよろ

しくお願い申し上げます。

委員会報告

◆米山カウンセラー

／吉岡善一委員長

１）７月１６日、米山奨学クリーンキャン

ペーンが江ノ島で開催されました。奨

学生のタム君と私が参加しました。約

２００人の参加がありました。

２）７月１８日、タム君の指導教授（飯田

教授）にごあいさつに行ってきました（神奈川工科大学で

す）。

◆社会奉仕委員会／赤澤多加志委員長

北九州の水害義援金

◆伊藤健司会員

田辺研一郎さんの件、法律顧問契約

のご紹介

◆親睦ロータリー家族委員会

／戸張美穂委員長

委員会行います。

◆ＳＡＡ／伊藤彦二委員長

本日例会後２時までに退席してくださ

い。理事、委員会なども含めて。

◆カラオケ同好会／長谷川衛会長

第１回カラオケ

会、８月２８日

（月）、時間は１９時～２２時半、場所は

スナックマキ

会員お誕生日祝い　眞鍋藤正君

会員お誕生日祝い　馬郡恵太君

戸張ソングリーダー

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

出席報告　籾山委員

卓話
自分の人生観について

長谷川　衛　

らの会長の時間を楽しみにしていたください。絵描きとしての

お話をしようと思います。以上です。 ありがとうこざいました。

お誕生日
おめでとうございます


