
・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　小澤伸光様�

【会長報告】

　飯能市へ環境保全委員会より「みどりの基金」

３万円寄付。市より協力証書が届いています。

　世界のロータリアンは去年６／３０、１２２万３千

人。７／１、１１９万６千人。年度末に２万７千人近

くが辞め、新年度に３万２千人程が増えている。

当地区も年度末に３６名が辞め、４０名が入り＋４。

日本全体では２，８２０名位が辞め、１，５７９名が入会。

米国３３万人、インド１２万人、日本は３位で８万８千

人。４位は韓国６万２千人。５位ドイツ５万１千人

（４月末）。１クラブ平均は米国４４名、インド・日本・

韓国３８名、ドイツ５０名。シアトルＲＣ６２８名、

バーミンガム、オクラホマ等は５００名程。東京ＲＣ

３２２名で世界３２位（出席率は４／１１、６９．３８％）。

当地区では熊谷９２名、川越８６名（今年＋９）、本

庄、深谷７３名。第３グループでは所沢ＲＣ５５名

（今年－５）、飯能は５４名で２位です。出席率

は９０．３８％（４月末）。朝霞が９９％で一番です

が飯能も年度末まで９０％を維持したいと思い

ます。ご協力お願いします。

【幹事報告】

・ 週報：所沢、入間、入間南ＲＣ�

【委員会報告】

◎次年度米山奨学委員会　　　　  市川（洋）君

　５／１３（日）ロータリーの森整備に１５０名参加。

飯能の所は草ぼうぼうで、取った草は「飯能」

と大きく書かれたポリ袋に１０個分。植えてあ

る杉もぼうぼう。雨間会員と行って枝打ちし

なければと思っています。羊山公園に寄られ

た時には、入り口に「飯能」と大きく書いてあ

りますので綺麗になった杉を見て頂きたい。

「第２４８８例会報」で奨学生のリュウさんは

「北京大学在籍」ではなく「北京出身」。早稲田

大学卒業との事です。訂正します。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　５／２３（水）大松閣、夜間例会。バスは５：２０、

５：３０発。親睦旅行代金を集金中です。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　川口君

「友」５月号。縦組表紙は鯉のぼり。Ｐ２（元メトロ

ポリタン美術館学芸員）バブル期に海外から購

入した美術品の多くは買い戻され、日本に残る

ものの多くは銀行の担保に。美術品は売り買い

だけの対象ではなく、文化史、美術史に目を向け、

感性を磨く事が大事。Ｐ１０「卓話の泉」企業の

責任ある立場の人は災害時どのように対処す

べきか、大人の歯磨き、等。Ｐ１５「バナー自慢」に

「飯能」が掲載。１年以上待つという話でしたが

任期中に掲載されて良かったですね、雨間委員長!

比較して見ても、綺麗で品のある良いバナーだ

と思います。横組Ｐ５～１０職業奉仕座談会。話し

言葉を活字で読むのは難しいがじっくり読ん

で頂きたい。Ｐ１１大震災後の多岐にわたる活動。

情報が整理され必要な所に必要な支援が行き

届けばと思う。Ｐ２２「私を変えた一冊」。Ｐ３０元

米山奨学生が福島放送に就職。その心境の変化。

Ｐ３８水について思いを巡らさなければいけない。

　入会間もない時期の雑誌委員。よい機会を

与えて下さった事に感謝します。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】
５／１５（ガバナー）間邉君
５／１５（日高）山川君、細田（伴）君、和泉君

【結婚・誕生日祝】　　　  大崎親睦活動委員
◎入会記念日おめでとう�
　吉田（健）君、吉田（武）君
◎結婚記念日おめでとう�
　土屋（良）君、大崎君
◎会員誕生日おめでとう�
　１８服部君、吉田（行）君、２５齋藤君、山岸君
◎夫人誕生日おめでとう�
　８藤原夫人、１８土屋（崇）夫人、２９吉田（行）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・小澤副学長様ようこそ。卓話をよろしくお

　願い致します。　　　　　　　　 市川（洋）君

　　吉島君、吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�

・入会記念日　　　　　　　　　  吉田（健）君�

・お陰さまでロータリーライフを楽しんでお

　ります。　　　　　　　　　　　　山岸君�

・誕生日　　　　　　　  齋藤君、吉田（行）君�

・結婚３５年になります。ナントカ婚というこ

　とですが、名前は忘れました。　土屋（良）君�

・妻の誕生日、お花を有難うございます。

　　　　　　　　　　土屋（崇）君、吉田（行）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　大野君�

・早退　　　　　　　　　　　　　　大附君�

本日計２８，０００円、累計額１，０９５，１２５円。

【卓　　話】
講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長
　１９５１年、横浜生まれ。７４年、大阪大学法学部
卒。東洋信託（現・三菱ＵＦＪ信託）銀行に勤務。
８６年、筑波大学大学院博士課程（経営工学）取得、
同年、函館大学商学部講師。９１年、駿河台大学
助教授。０１年、教授。１１年、副学長。担当科目は
経営管理総論、人的資源管理論。

　法学部に入り経営学、経営工学もやってい

る私は「本業は？」とよく聞かれる。分野は違

っても根底にあるのは（組織における）人間へ

の多大な関心。人間をよく知ろうというため

に経営学の研究をしている。駿台予備校に行

っていた頃は「教師にだけはなるまい」と思っ

ていた。あまりにも教育を受ける側の立場を

考えない教師が一部に居た。ここ１０年程、

埼玉県西部・多摩地域の中堅企業の現場に伺

って来た。現場で苦労されているところから

学び、その奮闘されている人達から得たもの

を教育の現場で学生に伝

えたいという強い意志が

あった。同時に「教育は人

を損う」とも言う。教師の

何気ない一言が学生に強

いショックを与える事が

ある。これを自戒の言葉

として今日に至っている。

　業界では知る人ぞ知る

企業が近隣には数多い。サリンガス検知装置

を警視庁に納入していた分析機器メーカー。

従業員３０名弱。８、９割がエンジニア。工場は持

たず、開発スタッフが大学等の実験室に日参し、

公表されている情報の中から貴重な新製品の

ヒントを探る。企業の担当者と現場の研究者

には密接な信頼関係があり、その関係づくり

があって気楽な雰囲気のざっくばらんな会話

の中からダイヤを見つけ出す。会議は年４回。

１千万超の実験機材の予算伝票も若年社員が

切る。技術開発にはまず自由な環境を与える事。

その中で侃々諤々の議論をしながら結果とし

て良い製品が出来上がる。自由放任ではなく、

大きな方向付けをした上で任せて任せ切らず

という姿勢で当たる。秘かに惚れ込んでいる

製品を勤務時間外に作ろうとする者もおり、

試作で苦労するその姿を見たトップが、ある

ヒントを与え製品に結び付いた事もある。

“マイクロ・イノベーション”。初期投資は巨額で

なくても、携わる技術者の熱い思いがあると

オオバケをする例もある。定年退職したエン

ジニアが、大企業ではあえて作らなかった新

製品を工夫して市場に出し、ささやかな成功を

収める例も散見される。電気で開閉するドア

の設置費用は通常７０～８０万円。ゼンマイ装置

を使う事で１０万円を切った。「絶対に電気を使わ

ず楽に開くドアを作りたい」という創業者の執念。

「チョロＱ」の動きからアイデアを得て開発が

始まった。重いドアをスムーズに開け閉め出

来る素材としてのゼンマイが特殊で、部品を

作ってもらう先の発見に苦労した。耐久性は

マンションを借り２４時間自動で開閉する装置

を使って１０万回の開閉実験をした。きっかけは

意外な所にある。また、自分の能力に対する確

固たる信念と将来に対する期待があって初め

て製品になる。このゼンマイ式ドアは東京の

地下鉄、サムスングループの病院にも使われ、

急速に事業を展開している。

　経営には、将来を左右するような重要な情

報をうまく探り出し、評価し、ある程度確実な

物になるような工夫が要る。重大な決断場面

に１００％確実という事はおそらく無い。その

中である程度のリスクをとり得るだけの確信

を持つ。そのセンスがあって初めて経営が出

来るのではないか。次に後継者育成。後継者は

出来る限り外部に出し展示会等で自社の製品

の説明をさせる。最後はマイクロ・イノベーシ

ョン。新商品、新製品のきっかけを上手く見つ

けられるような場づくりが大事かと思う。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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大きな方向付けをした上で任せて任せ切らず

という姿勢で当たる。秘かに惚れ込んでいる

製品を勤務時間外に作ろうとする者もおり、

試作で苦労するその姿を見たトップが、ある

ヒントを与え製品に結び付いた事もある。

“マイクロ・イノベーション”。初期投資は巨額で

なくても、携わる技術者の熱い思いがあると

オオバケをする例もある。定年退職したエン

ジニアが、大企業ではあえて作らなかった新

製品を工夫して市場に出し、ささやかな成功を

収める例も散見される。電気で開閉するドア

の設置費用は通常７０～８０万円。ゼンマイ装置

を使う事で１０万円を切った。「絶対に電気を使わ

ず楽に開くドアを作りたい」という創業者の執念。

「チョロＱ」の動きからアイデアを得て開発が

始まった。重いドアをスムーズに開け閉め出

来る素材としてのゼンマイが特殊で、部品を

作ってもらう先の発見に苦労した。耐久性は

マンションを借り２４時間自動で開閉する装置

を使って１０万回の開閉実験をした。きっかけは

意外な所にある。また、自分の能力に対する確

固たる信念と将来に対する期待があって初め

て製品になる。このゼンマイ式ドアは東京の

地下鉄、サムスングループの病院にも使われ、

急速に事業を展開している。

　経営には、将来を左右するような重要な情

報をうまく探り出し、評価し、ある程度確実な

物になるような工夫が要る。重大な決断場面

に１００％確実という事はおそらく無い。その

中である程度のリスクをとり得るだけの確信

を持つ。そのセンスがあって初めて経営が出

来るのではないか。次に後継者育成。後継者は

出来る限り外部に出し展示会等で自社の製品

の説明をさせる。最後はマイクロ・イノベーシ

ョン。新商品、新製品のきっかけを上手く見つ

けられるような場づくりが大事かと思う。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 田辺君、高橋君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

小澤伸光様

中小企業の経営の現場から

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％ 定款による
例会取消し

駿河台大学  副学長


