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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

６月 １９日（火）

６月 ２６日（火）

クラブ協議会「１年を終えて」

会長・幹事あいさつ「１年を顧みて」

２６３７

２６３８

１２：３０

１２：３０

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

５月 ２９日（火）

６月    ５日（火）

６月 １２日（火）

１

１

９６.１５

９６.６７

２５

２９

井上会員ご夫人お誕生日祝 岡田会員ご夫人お誕生日祝

相原会員ご夫人誕生日祝 米山奨学金授与

三浦ＳＡＡ相原会員スマイルＢＯＸ報告戸張ソングリーダー

武田　茂 会長

会長の時間

幹事報告

委員会報告 本日 ￥１９,０００  累計 ￥６３５,０００

　先日の夜間例会には会員および

他３クラブからのご出席をいただき

ありがとうございました。４クラブ交

流が盛んに行われるきっかけにな

ればと思います。ゲストビジターの

方々 にも楽しんでいただけたかなー

と思います。

　最近こんな事がございました。先日、お客様にお買い

上げいただいた作品を広島までヤマト便で送りました。

次の日、広島のヤマト便から電話がありヤマトの荷物置

き場から私の作品が盗まれた。という連絡！！ こちらとし

ては何も手を打つことができず一週間が過ぎ、広島県

警から電話があり犯人が捕まった。と言う知らせ！！ どう

して犯人が捕まったかと言うと、換金しようとして質屋か

ら足が着いたようです。

　犯人がコレクターの場合なかなか犯人を見つけ出す

のは困難で、ヨーロッパの美術館から何億円もの絵が盗

まれ３０年以上行方不明、という話はよくある話で・・・す。

　これからの泥棒さんは絵は盗んで金に換えようとして

もだめだよと言っておきたいと思います。今まで２度ほど

私の絵が盗まれ、まもなく逮捕されました。いずれも質

屋がからんでいます。やはり泥棒さんは馬鹿なのです。

　又、 私がパリに住んでいた頃、知り合いのフランス人

の絵描きがルーブル美術館の（オルセー美術館）印象

派の絵が沢山かかっている壁にセキュリティーの目がな

いところをねらい自分の作品を掛けて来ました。次の日、

私は美術館に行きました。彼の絵がまだかかっていまし

た。３日目にはずされていました。フランス人の彼は自分

の絵がルーブルに入ったらどうする、という賭けをやって

いました。掛けに負けた絵描きたちは彼にお金を払って

いました。ちなみにルーブル美術館は作家が死んでから

５０年たたないと飾られることはありません。ピカソです

ら死んで５０年たっていないので飾られていません。

　以上です。

◆道岸唯一会員／暫く休んでおりましたが、今日から出席

することになりました。よろしくお願いいたします。

◆本田誠一会員／先日は息子の結婚祝いをいただき、あ

りがとうございます。梅雨に入ります。皆様、健康に留意し

てください。

◆岡田安二会員／妻の誕生祝いありがとうございます。こ

の頃は脳のシワが顔に移動してきた様です。

◆宮東悠会員／近々梅雨に入ります。家の庭にカボチャ

を植えましたら「花が咲き」小さな実がつきました。ヨー

ロッパではカボチャのことを「ＨＯＫＡＩＤＯ（北海道）」と

いいます。

◆長谷川衛会員／カラオケ同好会より、今年最後のカラ

オケ会を行います。会長、幹事、各委員会の皆様の慰労を

兼ねておりますので、楽しくやしましょう。歌手の愛海（ア

ミ）さんも来ますよ。皆さん、ふるって参加のほどを！！

◆増正之会員／１．Ｈ３０年６月４日ｐｍ３：３０、辻堂にて

地区会員増強会員維持セミナーに出席いたしました。次

年度会員増強委員長です。ご協力お願いいたします。

◆相原聰会員／妻夕佳の誕生日祝いありがとうございま

す。先週の土曜日に恒例の欧風菓子「クドウ」のバースデー

ケーキでお祝いをしました。昨日前回の例会の分をＥロー

タリークラブでメーキャップしました。初めてのネットのク

ラブに参加して新鮮なメリットを感じました。

◆井上勝彦会員／家内の誕生日、お祝いありがとうござい

ます。今日は会員卓話に選ばれました。まずい卓話ですが、

聞いてください。

◆古木通夫会員／野菜畑。初キューり２本ゲット！

◆伊藤健司会員／いよいよ梅雨入りしそうな陽気ですね。

気温の高く蒸し暑く、体がこの陽気についていけません。

◆石井規子会員／皆さん、お暑うございます。道岸さん、

お元気になられて嬉しいです。暑い日々 が続きますが、ガ

ンバリま～す。

卓話

森川　良三　幹事

第26３５回　2018年６月５日（火）

司　 会 ／三浦高義 会員

Ｓ.　Ｌ. ／戸張美穂 会員

斉    唱 ／「君が代」「それでこそロータリー」

ゲ ス ト／米山奨学生 グエン  タン  タム君
ビジター／なし

◆２０１８－２０１９年度ロータリー手

帳希望者へはポスティングして

います。

◆６月１９日（火）は昼間の例会で

す。

◆運営部門が２０万円程不足しま

した。奉仕会計から運営部門に

回します。

◆第１２回議事録の報告

【ポスティング】 

◆次第

◆週報

◆第12回議事録

◆ＩＭ報告書

【回覧】

◆２０１６－１７年度地区報告書

◆大和中ＲＣ創立記念式典御礼状

◆期前理事会

（花岡正副幹事）／

本日の期前理事会について

◆公共イメージ・雑誌委員会

（松川健治委員長）／

ロータリーの友記事紹介等

◆プログラム委員会

（吉岡善一委員長）／

６月１９日は昼間の例会となり

ます。北京飯店４階の別の部

屋です。

◆カラオケ同好会

（長谷川衛会長）／

カラオケ同好会、今年度最後

のカラオケ大会です。歌手の

愛海（アミ）さんも来ますよ。

スマイルＢＯＸ

井上　勝彦　会員

１）昭和３６年大卒の前に検討したのは将来の進むべき

道を選択することでした。当時は海外志向が強く、商社

／船会社等可能性を検討しましたが、結局外資系のガデ

リウス商会（本社：スエーデン・ストックホルム）にお世

話になることになりました。ガデリウス商会は１９００年に

日本に進出、産業界に多大の貢献をしてきました。

　昭和３５・３６年ごろ、テレビが始まったばかりで、Ｎ

ＨＫの番組で”私の秘密”が一斉を風靡していました。こ

の番組に、ガデリウスファミリーが引っ張りだされて、”私

どもの秘密は兄弟全員が日本で生まれました”というこ

とでした。名前は、タロー、ジロー、サブロー、シロー、ゴ

ロー、その他、花子に菊子さんです。余談ですが、私の父

親もベルリンからストックホルムへの逃避した一員でし

た。聞くところによると、４０名ぐらいのベルリン滞在者

がストックホルムに逃げて、何かと親日家のガデリウス

ファミリーに世話になったとか帰国後父親の談です。父

親からの推挙から、私は社会人の第一歩をこのガデリウ

ス商会に託することにしました。

2) 私の海外生活：昭和３６年東京オフイス勤務スタート。

取引先を把握するために与えられた仕事は集金業務で

した。昨今は支払いはほぼ１０

０％銀行振り込みですが、当時

は顧客の支払日に実際に訪問して集金していました。し

たがって、支払い日は　決まって交通渋滞を引き起こし、

よく１０日／２０日／３０日は集金日のための交通渋滞日

といわれておりました。

　二年ほどで念願のストックホルム転勤を命ぜられ、好

きなテニスラケットを担いで日本航空に乗り込み、１ドル

＝￥３６０の生活に突入したわけです。約半年ほどストッ

クホルム大学で外国人向けのスエーデン語講習を受け

て日常の業務は英語でしたがスエーデン語をかじること

ができました。

　スエーデンはヨーロッパでは北に位置しており冬の気

候はストックホルムでも日の出が１０：００ごろ、日の入り

は１４：００ごろ、夏はその逆で日の出は朝の２時ごろ、

日の入りは２２：００ごろです。

　北極圏内のキルナには品質の高い鉱山があり、よく日

本からも鉱山関係の方々見学に来られると私の出番で、

ガイド役で案内をしておりました。冬などは２４時間太陽

が出ません。道の街灯が雪景色を照らしてそれは素晴ら

「自分の人生観について」
しい雪景色でした。キルナ鉱山は世界最大の地下鉱山で

地下４００メーターまでベンツで下り鉱山を見学できま

す。秋口は紅葉がきれいで、キルナと不凍港のナルビック

間の列車によるツアーは最高でした。ナルビックは不凍

港で第二次世界大戦中はナチスドイツ軍に占領されてお

り、キルナ鉄鉱石の入手に役立たせることが出来た様で

す。 

＊スイス、ロザーヌでのビジネススクールＩＭＥＤＥ（昭和

５０年）の経験：ジュネーブ近くのロザーヌは風光明媚

な都市で日本からの観光客も多数訪れます。そこにある

ビジネススクールに半年経験してきました。通常は２年間

のキャラクタムですが、私は半年のコースを選択しまし

た。米国のハーバードビジネススク―ルをベースにした内

容ですが、夜の勉強に語学のハンディもあって苦労させ

られたことを思い出します。

　３か月過ぎると仲間とともに息抜き時間が増えてき

て、近くのワイン農場を訪問してワインテイステイングし

て楽しんだり仲間との絆を積極的に構築したりして楽し

んできました。

　務めていたガデリウスもビジネススクール行をよく許

可したものだと感謝しています。

＊転職のチャンス：昭和５２年（米国ブリッジポート社ジャ

パンに勤務）当初３か月の予定でアメリカ東海岸のブリッ

ジポート市にある工作機械メーカーのブリッジポート社

に入社、その後日本の代表として日本で勤務することに

なりました。米国では滞在中週末はニューヨークに行き、

当時ニューヨークに駐在していた友人宅を訪問してはテ

ニスをしたり日本食をいただいたりして週末を楽しんで

いました。東海岸のフロリダマイアミ近くのデイズ二―ラ

ンドを訪問したり、ワシントンの博物館を見学したり行け

るところは可能な限り訪問してきました。後に４０００台

ほどの機械を日本市場に販売できて大きな顔をするこ

とが出来たので、この会社には貢献できたことと我なが

ら感心していました。よくアメリカ国内の販売デイ―ラー

から日本での輸出量が増えてアメリカ国内向けの売る機

械が少なくなって困っているとクレームを突き付けられま

した．冗談でしょうが。。。 

　営業成績とは別に、あるときブリッジポート社から日

本の工作機械メーカと技術提携をしたいのでこのプロ

ジェクトを進めてくれとの依頼があり、日本の技術も大

変なレベルになったなと感嘆しました。１０社ほどあた

り、運よく日本国内では精密機械ではトップレベルの岡

山の安田工業を推薦して交渉に入り、相互に理解の上技

術提携を結ぶことが出来ました。日本の技術を吸収して

ヨーロッパ市場に売りたいということでした。ブリッジ

ポート英国が輸出貢献ナンバーワンということでエリザ

ベス女王陛下から表彰されたのもそれから間もなくのこ

とでした。私もたまたまこのプロジェクトに携わっていた

メンバーの一人としてエリザベス女王陛下からいただい

たメタルを大事に保管しております。

戸張

田辺
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◆石井規子会員／皆さん、お暑うございます。道岸さん、

お元気になられて嬉しいです。暑い日々 が続きますが、ガ

ンバリま～す。

卓話

森川　良三　幹事

第26３５回　2018年６月５日（火）

司　 会 ／三浦高義 会員

Ｓ.　Ｌ. ／戸張美穂 会員

斉    唱 ／「君が代」「それでこそロータリー」

ゲ ス ト／米山奨学生 グエン  タン  タム君
ビジター／なし

◆２０１８－２０１９年度ロータリー手

帳希望者へはポスティングして

います。

◆６月１９日（火）は昼間の例会で

す。

◆運営部門が２０万円程不足しま

した。奉仕会計から運営部門に

回します。

◆第１２回議事録の報告

【ポスティング】 

◆次第

◆週報

◆第12回議事録

◆ＩＭ報告書

【回覧】

◆２０１６－１７年度地区報告書

◆大和中ＲＣ創立記念式典御礼状

◆期前理事会

（花岡正副幹事）／

本日の期前理事会について

◆公共イメージ・雑誌委員会

（松川健治委員長）／

ロータリーの友記事紹介等

◆プログラム委員会

（吉岡善一委員長）／

６月１９日は昼間の例会となり

ます。北京飯店４階の別の部

屋です。

◆カラオケ同好会

（長谷川衛会長）／

カラオケ同好会、今年度最後

のカラオケ大会です。歌手の

愛海（アミ）さんも来ますよ。

スマイルＢＯＸ

井上　勝彦　会員

１）昭和３６年大卒の前に検討したのは将来の進むべき

道を選択することでした。当時は海外志向が強く、商社

／船会社等可能性を検討しましたが、結局外資系のガデ

リウス商会（本社：スエーデン・ストックホルム）にお世

話になることになりました。ガデリウス商会は１９００年に

日本に進出、産業界に多大の貢献をしてきました。

　昭和３５・３６年ごろ、テレビが始まったばかりで、Ｎ

ＨＫの番組で”私の秘密”が一斉を風靡していました。こ

の番組に、ガデリウスファミリーが引っ張りだされて、”私

どもの秘密は兄弟全員が日本で生まれました”というこ

とでした。名前は、タロー、ジロー、サブロー、シロー、ゴ

ロー、その他、花子に菊子さんです。余談ですが、私の父

親もベルリンからストックホルムへの逃避した一員でし

た。聞くところによると、４０名ぐらいのベルリン滞在者

がストックホルムに逃げて、何かと親日家のガデリウス

ファミリーに世話になったとか帰国後父親の談です。父

親からの推挙から、私は社会人の第一歩をこのガデリウ

ス商会に託することにしました。

2) 私の海外生活：昭和３６年東京オフイス勤務スタート。

取引先を把握するために与えられた仕事は集金業務で

した。昨今は支払いはほぼ１０

０％銀行振り込みですが、当時

は顧客の支払日に実際に訪問して集金していました。し

たがって、支払い日は　決まって交通渋滞を引き起こし、

よく１０日／２０日／３０日は集金日のための交通渋滞日

といわれておりました。

　二年ほどで念願のストックホルム転勤を命ぜられ、好

きなテニスラケットを担いで日本航空に乗り込み、１ドル

＝￥３６０の生活に突入したわけです。約半年ほどストッ

クホルム大学で外国人向けのスエーデン語講習を受け

て日常の業務は英語でしたがスエーデン語をかじること

ができました。

　スエーデンはヨーロッパでは北に位置しており冬の気

候はストックホルムでも日の出が１０：００ごろ、日の入り

は１４：００ごろ、夏はその逆で日の出は朝の２時ごろ、

日の入りは２２：００ごろです。

　北極圏内のキルナには品質の高い鉱山があり、よく日

本からも鉱山関係の方々見学に来られると私の出番で、

ガイド役で案内をしておりました。冬などは２４時間太陽

が出ません。道の街灯が雪景色を照らしてそれは素晴ら

「自分の人生観について」
しい雪景色でした。キルナ鉱山は世界最大の地下鉱山で

地下４００メーターまでベンツで下り鉱山を見学できま

す。秋口は紅葉がきれいで、キルナと不凍港のナルビック

間の列車によるツアーは最高でした。ナルビックは不凍

港で第二次世界大戦中はナチスドイツ軍に占領されてお

り、キルナ鉄鉱石の入手に役立たせることが出来た様で

す。 

＊スイス、ロザーヌでのビジネススクールＩＭＥＤＥ（昭和

５０年）の経験：ジュネーブ近くのロザーヌは風光明媚

な都市で日本からの観光客も多数訪れます。そこにある

ビジネススクールに半年経験してきました。通常は２年間

のキャラクタムですが、私は半年のコースを選択しまし

た。米国のハーバードビジネススク―ルをベースにした内

容ですが、夜の勉強に語学のハンディもあって苦労させ

られたことを思い出します。

　３か月過ぎると仲間とともに息抜き時間が増えてき

て、近くのワイン農場を訪問してワインテイステイングし

て楽しんだり仲間との絆を積極的に構築したりして楽し

んできました。

　務めていたガデリウスもビジネススクール行をよく許

可したものだと感謝しています。

＊転職のチャンス：昭和５２年（米国ブリッジポート社ジャ

パンに勤務）当初３か月の予定でアメリカ東海岸のブリッ

ジポート市にある工作機械メーカーのブリッジポート社

に入社、その後日本の代表として日本で勤務することに

なりました。米国では滞在中週末はニューヨークに行き、

当時ニューヨークに駐在していた友人宅を訪問してはテ

ニスをしたり日本食をいただいたりして週末を楽しんで

いました。東海岸のフロリダマイアミ近くのデイズ二―ラ

ンドを訪問したり、ワシントンの博物館を見学したり行け

るところは可能な限り訪問してきました。後に４０００台

ほどの機械を日本市場に販売できて大きな顔をするこ

とが出来たので、この会社には貢献できたことと我なが

ら感心していました。よくアメリカ国内の販売デイ―ラー

から日本での輸出量が増えてアメリカ国内向けの売る機

械が少なくなって困っているとクレームを突き付けられま

した．冗談でしょうが。。。 

　営業成績とは別に、あるときブリッジポート社から日

本の工作機械メーカと技術提携をしたいのでこのプロ

ジェクトを進めてくれとの依頼があり、日本の技術も大

変なレベルになったなと感嘆しました。１０社ほどあた

り、運よく日本国内では精密機械ではトップレベルの岡

山の安田工業を推薦して交渉に入り、相互に理解の上技

術提携を結ぶことが出来ました。日本の技術を吸収して

ヨーロッパ市場に売りたいということでした。ブリッジ

ポート英国が輸出貢献ナンバーワンということでエリザ

ベス女王陛下から表彰されたのもそれから間もなくのこ

とでした。私もたまたまこのプロジェクトに携わっていた

メンバーの一人としてエリザベス女王陛下からいただい

たメタルを大事に保管しております。

戸張

田辺


