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「ロータリーの心を実践しよう」
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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

会員増強・新クラブ結成推進月間
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崇
当 番 加藤君、神田（康）君

間邉会長
それでこそロータリー
寺園智樹様

【会長報告】
残暑が続きます。体調には気を付けてくだ
さい。日高との合同公式訪問例会は皆様のご
協力により無事終了出来ました。高柳ガバナ
ーよりひまわりと感謝の言葉の絵手紙を頂き
ました。私も感謝の気持ちでいっぱいです。
５０周年記念寄付で米山功労クラブの、また
米山功労者として神田敬文会員、馬場正春会
員に賞状が届いています
（拍手）。
【幹事報告】
１０／２２（木）地区大会記念
９／２役員理事会。
チャリティゴルフコンペ、児玉ＧＣ。４千円
の購入で５千円分の買い物が出来る「埼玉
O・MO・TE・NA・SHI物産観光券」、宿泊で
は、ヘリテイジ、大松閣で使用出来ます。
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
神田（敬）君
次週はマロウドイン１８時。南口１７：４０発。
◎雑誌委員会
松下君
『友』８月号。
横組Ｐ８～会員増強の特集。
日本
のクラブ平均会員数３９名
（１９８３年は５６名）
。
世界第３位。
Ｐ１１、
特別例会
「オープンロータリー」
金沢百万石ＲＣでは会員候補１１名が参加。
Ｐ１２～食事について。
縦組には当地区からの
記事が２つ。鶴ヶ島ＲＣ「花桃号」
。川越中央
ＲＣ「認知症サポーター養成講座の開催」
。
◎阿須まつり
和泉君・間邉君
毎年ご協力を頂いておりますが、今年も第

２３回阿須まつりを実施。元会員の小峰氏が
理事長、後援会は細田（伴）、和泉会員、私が
務めます。バザー用品等是非お願いします。
お電話頂ければ職員が取りに伺うそうです。
【出席報告】無断欠席なし

伊澤出席委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
８／１８（日高）田辺君、土屋（崇）君
【結婚・誕生日祝】
吉澤親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
大木君、橋本君、増島君、田辺君、和泉君
小川君、土屋（崇）君、小谷野君、吉田（行）君
吉澤君、中里（忠）君、大崎君
◇会員誕生日おめでとう
１１小谷野君、２２吉澤君、２５吉田（健）君
２６髙橋君
◇夫人誕生日おめでとう

３市川
（昭）夫人、
１１中里
（忠）夫人、
２１小谷野夫人
２５松下夫人、
２６山川夫人
２４大野（康）夫人、
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・お誕生日祝い有難うございます。
髙橋君、吉田（健）君、小谷野君、吉澤君
・家内のお誕生日祝い有難うございます。
山川君、松下君、小谷野君、中里（忠）君
・入会記念祝い有難うございます。小谷野君
中里（忠）君、吉澤君、和泉君、土屋（崇）君
橋本君、
田辺君、
大木君、
小川君、
吉田（行）君
一般社団法人飯能インターナショナルスポーツ
・ 服部さん、
アカデミー会長就任おめでとうございます。 和泉君
・明日開催の会議所の夏季セミナーには大勢の
方々のご参加を頂き有難うございます。矢島（巌）君
・中３砲丸娘、１５ｍ００で関東優勝！２１日
札幌全中頑張ります！
大野（康）君
・ようこそ寺園様。本日は卓話よろしくお願い
致します。前島君、大附君、間邉君、土屋（崇）君
小川君、和泉君、吉田（行）君
本日計５１，
０００円、累計額１５５，
０００円。
◎２６日例会当番は木川、小谷野会員です。
【卓
話】
講師紹介
前島出席委員長
友人で、椿本チエイン納入業者協力会メン
バー。１９６８年、所沢市生まれ、４６才。城西
大学経済学部経営学科卒業。自動車エンジン
部品製作会社
「
（株）
テラダイ」代表取締役社長
です。入間市の武蔵工業団地内に本社があ
り、
鶴ヶ島市と中国の大連、
上海に工場をお持
ちです。従業員数１３４名。

物づくりは人づくり
～風土改革への挑戦～
（株）テラダイ 代表取締役

寺園智樹様

〔映像併用〕最近私「鯛」
「鱈」を言うのを止め
るようにしています。高くて美味いが、これ
を「鱒」に言い換えるとスイッチの入り方が
違う。
「出来マス」
「やりマス」
「そうしマス」。
「出来タラ」
と言っている間は願いが叶わない。
飯能には８年、ＭＡＸで９名の工場
（こうば）
、
親父の会社に入社。
４つ違いの兄が継がなかっ
たので、
「自分がやる」
と言ったら親父がたいそ
う喜んだ。
やらされ感たっぷりで、
仕事を投げ
出そうとしていた２０代。結婚は早く、
２２才の
息子、
２０才の娘が居ます。就活中の息子は３代
目候補ですが、
この先１０年間は、
魅力ある会
社にするのが私の使命。
息子は
（他所で）
「辞め
ないでくれ」と言われる位の、なくてはなら
ない人材になってこそ、お互いに一緒にやる
時代が来るのかなと思っています。
「大変＝大きく変わるチャンス」
。失敗だらけ
の人生です。
Ｈ９年、
入間に移転し、
創業３０周
年を前に親父が倒れる。親父は６０代でロー
タリーに入会し、会長を拝命する前年（６９
才）
、
志半ばで世を去りました。その後
「寺園産
業」
から
「ＴＥＲＡＤＡＩ」
に社名を変更して１０年
目です。
「ＤＩＥ
（死）ＣＡＳＴＩＮＧ」ではなくて
「ＤＡＩ
（大）
」
、
スペルは違いますが「ダイナミッ

ク」
の思いも込めています。
来年４０周年を迎えます。
私自身、入社動機がい
い加減で夢も目的も全く
無かった。
「それじゃいけ
ない」
と気付かされ、
今に
至っています。新卒、中
途、パート、派遣を含め
必ず「何のために働くの
ですか」と私は投げ掛け
るのです。生活の糧が無ければ人に優しくも
出来ません。
「人生の夢ピラミッド」
です。明
確な夢目標があってこそ努力する。その結果
いい家庭・いいプライベート・いい仕事に繋
がる。興味のある方は「あるレジ打ち女性の
話」をダウンロードして読んでみてください。
１０年前、寒天を製造する、長野の伊那食品
工業の書籍『いい会社をつくりましょう』に
出合いました。自分がメモって考えていた事
と合致する内容でした。私は
「真似」
は嫌いで
はありません。
「真に似る」
ことで自分のもの
にしてオリジナルにしていけば問題は無い。
私は経営を学んできたので技術系の事は全く
知りません。私の仕事は「場づくり・環境づ
くり・仕掛けづくり・きっかけづくり」だと
思っています。社長が見ていない所でも能動
的に連携し、
挑戦する従業員。
そして大変な時
こそスマイル。松岡修造氏は演じてはいるが
その姿が人を、
自分を、
楽しませている。すぐ
やる・本気でやる・最後までやる。愚痴・不平・
不満は裏でなく、面と向かって言う事です。
ゴムのタイミングベルトがローラーチェー
ンに変わっていく時に上手く乗り切り、結果
的に中国２拠点、
今、
メキシコに工場を作って
います。
「ダイキャスト」はたい焼きのように
金型に溶かしたアルミを流し込み、固めて出
来た物に加工したり付加価値を付けて納めて
います。現在、
自動車のタイミングチェーン・
ドライブ・システムの製造が主で、世界の自
動車販売台数４０００万台のうち１５００万台を
納めさせて頂いています。中国３０００万台と
世界第４位となるメキシコ市場で地産地消の
お手伝いをしようというのがテラダイの考え
です。燃料電池、電気自動車ではこの機構が
使われなくなってくるため、日本をベースに
危機感をもってやっています。成功セオリー
は無く、これからもやり続ける事だけを宣言
します。組織は最初からは機能せず、機能す
るためには混乱がある。言いたい事を言い合
い、ぶつかり合いがあって機能するものだと
思っています。
最後に、従業員の披露宴で私がお話してい
る事を…「今日の感動を忘れずに、誰よりもご両
親、家族に感謝してください。夫婦生活、人間生
活の関係の中で、気遣い、気配り、思いやりの心
をもって。大変な時こそ大きく変わるチャンス。だ
からこそ工夫して乗り越えていきましょう。成功の
後には謙虚な気持ちを忘れがち。
初心忘るべ
からず。ベースは健康です。恋をし続けてく
ださい。行動してください。幸福になりましょう」
。
気を付けてもらいたいカキクケコとして「癇癪持
ちで、気が短く、苦しまぎれに言い訳して、
血圧上げて、コロッと逝かないでくださいね」。

