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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱     （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和        井上脩士 会員 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

四つのテスト 井上脩士会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

卓話 津田健三会員 

卓話（私の履歴書） 間室照雄会員 

委員会報告 

社会奉仕委員会 寺西修身委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

5月 22日（日）中学校の

同窓会に行って来ました。

前回から 22 年ぶり、中学

を卒業してからは 48 年ぶ

りの同窓会です。2 クラスし

かなかったのですが男子

20 名女子 20 名の出席で大勢の参加でした。席

は受付で、くじ引き。くじ引きは何だかワクワクしま

す。やはり左側の男子も右側の女子もはじめはわ

かりませんでした。でも話しているうちに○○君○

○さんとわかって、美味しい料理を頂きながら、

中学時代の話や現況の話にもりあがりました。次

回は 3年後に決まりました。高校のクラス会も 3年

後、洋裁学校の仲間、登山部の仲間は年一回で

す。どの会にも、これから先、元気で出席出来た

らと思います。 

津田会員が、4月 22日に「東久邇宮国際文化

褒章」を受賞しました。東久邇宮国際文化褒章は、

皇室から賜る宮賞であり、勲章や国家褒章となら

び、日本三大賞の一つです。また、宮賞には、高

松宮賞、秩父宮賞、東久邇宮賞があります。その

一つを受賞致しました。おめでとうございます。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2016 年 5 月のロータリ

ーレートは 1ドル 110円

です 

② 4 月 18 日（水）「ふれあ

い鴻巣ウォーキング」総

務部会 会場 和風レ

ストランとき 18：30～（クラブ内 MU） 

③ 4月19日（火）2016年地区研修・協議会のご

案内 場所 越谷コミュニティーセンター 13

名出席 

④ 4 月 20 日（水）車椅子ボランティア研修会 

会場 鴻巣市社会福祉センター 16：30～ 

小林会長 成田ボランティア副委員長 出

席（クラブ内 MU） 

⑤ 4 月 22 日（金） ふれあい鴻巣ウォーキング

準備 場所 陸上競技場 13：00 集合（クラ

ブ内 MU） 

⑥ 5 月 12（木）木曜ゴルフ会 大麻生ゴルフ場 

3組予定（クラブ内 MU） 

⑦ 5 月 17 日（火）4C 合同親睦ゴルフコンペ開

催のご案内 場所 鴻巣カントリークラブ 8

名出席予定（クラブ内 MU） 

⑧ 5 月 27 日（金）～29 日（日） 国際大会参加 

12名 

⑨ 6 月 8 日（水）パスト会長会 会場 大正家 

18：00～ 

⑩ 6 月 13 日（月）第 5 グループ現次年度会長

幹事会及び懇話会合同会議開催予定 

会場 東武バンケット 16：30～ 担当クラブ 

上尾北 RC 会長幹事 次年度会長幹事 

卓話            津田健三会員 

私は宮城県石巻市に 6

人兄弟の次男として生まれ、

大学卒業後、宮城県庁に

就職しました。役所での仕

事に飽き足らず、3 年未満

で退職。遠い親戚の紹介

で上京し、最初に就職したところが旭真空という

会社で真空蒸着加工が専業でした。乾式メッキと

の出会いの始まりです。当時は 24 金を真空の窯

の中で加熱蒸着させるという難加工の表面処理

の仕事でした。その後、金からアルミへ材料が代

わり、色々な材料費が激安になり、様々な業界へ

の表面処理加工が可能になりました。 

その後、ヘッドハンティングにより東洋加工(株)

へ移籍、そして独立。最初は仏壇に飾る仏像の

金色加工を手掛けましたが、表面硬度の面でお

客様の要望に応えることが出来ず、大変悔しい

思いをしました。その後、化粧品容器の表面処理

加工に挑戦し、マックスファクターの受注に成功。

大量の注文に対応すべく東松山工業団地に進

出（現在の滑川工場）。当時、年間売上の 3 倍の

借入をして環境の整った品質第一、そして、生産
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効率を考えた自動化ラインを設置した近代工場

を建設しました。 

 そして、今日に至りますが、その 50 年の間に紆

余曲折、山あり谷あり、様々な試練がありました。

1 つは売上 80%以上受注していた得意先の倒産、

世界初の自動化ラインがうまく稼働せず、不具合

を調整し本格的稼働まで 3か月以上を要したこと。

50：50 で出資した米国の合併企業の相手方が

M&A で会社売却。更に生産がストップしたこと。

携帯電話の外装を専門とする騎西工場の受注が

少なくなり、売却せざるを得なくなったこと等々、

いろいろありました。 

 しかし、どんなことがあっても諦めない、やり抜く、

従業員、家族を不幸にするわけにはいかない。

その信念のもと、至難を教訓にし、お陰様で今や

経営の柱も化粧品業界だけでなく、アミューズメ

ント関係、そして自動車の内装関係へと手を伸ば

して来つつあります。 

 現在は、こなしきれない受注量に対処し、もう 1

つの工場を建設するか、或いは現在協力を頂い

ている協力工場の能力を増やして対応するか、

更に協力会社を別途育成するかの瀬戸際にあり

ます。いずれにしても私は経営者の使命として、

短期的な利益を重視する企業経営ではなく、企

業は公器と心得、社会のニーズに応え長期的な

視点から利益を生む活動を続けて参ります。 

 磨いた技術と 50年間にわたっての集積した知

恵を生かし、更に足元を固め、これからの 50年、

そして、100年の長寿企業を目指して頑張って行

きます。 

卓話 私の履歴書      間室照雄 会員 

 私は昭和 24年生まれで今

年 67 歳になります。吉見町

の農家の長男として生まれ、

小さい頃はお爺ちゃん子で、

朝起きると、リヤカーに乗っ

て、牛とやぎの草刈りに行っ

たものです。宮城さんと同じように私もうさぎを飼

っていました。 

 中学生になって、花に興味を持って、サボテン

の収集や盆栽をやっておりました。 

 母はからだが弱く、当時腎臓病のために入院し

ていたこともあって、学校から帰ると父の農業の

手伝いでした。 

熊谷農業高校に入ってからは 将来何をもっ

て農業を成功させるかを考えていた時、農業の

置かれている立場について考えさせられ、作るこ

とはできるが、売ることができない。商人や農協に

握られていることを知るに至り、商社の様に総合

的に儲けられる仕組みを作りたいと思いました。 

 1年生の時は柔道部に在籍していたので、朝早

く学校に行き、道場の掃除、帰りは練習の後道場

の整理整頓でした。柔道部の顧問の先生が養豚

の先生でしたので相談すると、さっそく 5頭のラン

ドレースと云うデンマークで改良された豚が学校

で生まれていたので、これを購入し、ブロックを積

んで豚小屋を作り、ホームプロジェクトとして養豚

に取り組みました。 

朝早く豆腐屋さんからおからをもらい、麩(オオ

ムギの全粉末)や糖蜜、魚粉などと混合して、自

家配合飼料を作って、飼育を始めたのですが、

なにしろ朝早くから、夕方遅くまで帰ってこないの

で、豚の管理がおろそかになりつつありました。

見かねた父から、柔道か豚どちらかをやめなさい

と強く云われ、顧問の吉田先生に相談したところ、

おまえは柔道は強くなりそうもないから、豚をやり

なさいと言われ柔道部を辞めて養豚の勉強に夢

中になっていきました。2 年生の夏休みには曽我

の屋養豚に研修に行き、約 1 カ月、愛甲郡清川
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村煤ヶ谷と云う山の中で、母豚と共に過ごしまし

た。研修が終わる日、社長の曽我達夫さんが、1

日きみのために空けたから、お茶を飲みに来なさ

いと言ってくださり、朝の 9時ころから夕方の 4時

ころまで、いろいろな話をしてくれました。社長は

それならばアメリカへ行って勉強してきなさいと進

めてくださり、以後アメリカ行きの方策を画策して

おりました。 

行田市の熊農の先輩で花をやっている、田島

さんからネブラスカ行きの話があり、友達も誘って、

行こうとしましたが、先に友達の方が親の許しを

得て決まってしまい、私はあぶれてしまいました。

何としてもアメリカへ行きたいという思いはつのり、

どこでもいいから紹介してほしいと田島氏に頼み

こんで、受け入れてくれたのが、奈良県出身の松

井氏でした。 

昭和 43年 6月、高校を卒業した年、親の許可

をやっともらって、田植えを終ってから、渡米、場

所はカルフォルニア州のマンティンビューと云う

町でした。ここでもいろいろありましたが、約 16 カ

月の研修を終え、1969年11月に帰国、研修中に

新たに決意した、育種をしたいという思いでした。

しかしながら、ビザの関係で志半ばでの帰国とな

りました。そこで日本に帰って大学にいこうと決意

したのですが、志望は宇都宮大学でしたが、高

校時代の担任に相談したところ、そこは無理との

判断で、東京農大を受験、見事に落ちましたが

滑り止めの農大短期大学部には合格し、4月から

約 2時間半の通学、5月からはキャンパスに隣接

した学生寮に入寮する事が出来ました。 

入学して間もなく、育種学研究室の入室説明

会があるということで、そこの会場へ行ったところ、

ここは学部の研究室で、短期大学部の研究室で

はないといわれ、このままでは入室できないと思

い、農大に来たのはこの近藤研究室に入る為に

来たのだと懇願して、やっとの思いで入室を許さ

れた次第でした。 

 小林忠司会員とは近藤研究室であったのが出

会いでした。 

農大を卒業して、花の栽培を始めた１年目に

有限会社サニベルグリーンハウスを立ち上げまし

た。農業としては法人化は珍しい時でした。2 年

目に第 1 次オイルショックに遭遇し、重油が調達

できない状況になってしまい、そうでなくても 2 流

品の花でしたのに、まったく売れない様な品質に

なってしまいました。3 年目から始まる、温室の建

設資金の返済もできず、鉢代やその他の資材の

代金も払えない状況になり、改めて、農協に 200

万円の融資の申し込みをしました。私他 3人の連

帯保証人をつけることを要請され、近所の親戚に

頭を下げて、やっとの思いで連帯保証人になっ

てもらい、この危機を乗り越えることができました。

支払いを終えて、残ったわずかな資金を元手に、

市場から花を仕入れ、トラックに乗せて、引き売り

をして急場をしのぎました。このとき支えてくれた

のが小林さんでした。 

やがて、花の卸を始めたのですが、取引先で

あるホームセンターは、月末占めの翌末払いが

普通でしたし、市場の支払いは現金が原則でし

たので、取引が多くなって、支払うことができない

状況のとき、当時役員でもあった、小林さんから、

『支払いの方は何とかするから頑張れ』と云って

いただき、卸業にまい進していきました。このクラ

ブに入会したのはちょうどそのころで、三村年度、

クラブ 2年目の 12月だったと思います。 

 その後、花の卸は時代に合わないと感じ、栽培

と販売に切り替え、生産直売と云う現在の形にな

りました。 

 今は娘 3人と 10人くらいのパートさん、総勢 16

名ぐらいで、花の生産直売を営んでおります。 

 アメリカでの研修で得たものは大変大きく、キリ

スト教への入信がきっかけとなって、儲けることか

ら社会に役立つ仕事への舵を切ったことでしょう

か。そんなわけで豚から花へ、儲けから奉仕へと

ギアチェンジして頑張っております。 

ご静聴ありがとうございました。 
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委員会報告 

社会奉仕委員会     寺西修身 委員長 

5月 29日（日）クリーン鴻

巣市民活動参加について。

国際大会に不参加の会員

は、AM8：30～10：30 の時

間に「ふるさとの杜」の清掃、

下草刈り活動にお協力下さ

い。 

 

出席報告            宮城 仁 委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告         田邊 聖副 SAA 

 

 

前回までの合計 673,209 円
本 日 の 合 計 22,000 円
次回繰越金合計 695,209 円  

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 金浦空港に着いて、最初に感じることは“キム

チ”のにおいだと前回訪れたとき思った。しかし今

回は臭わない。漢江には多くの橋がかかり、あた

らしいビル群が見え、韓国の発展が窺い知れた。 

 インペリアホテルのガバナーナイトはじつにみご

とでした。道端の吸い殻には情けない思いが！ 

                           （SI） 

 

 本日 修正 

 5月 25日 5月 18日 5月 11日 

 1148回 1147回 1141回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 32 32 

出 席 数 21 18 24 

欠 席 数 9 8 6 

例会出席率 67.74% 56% 75% 

Ｍ Ｕ 数 2 6 2 

合計出席数 23 24 26 

出 席 率 74.19% 75% 81% 

個人スマイル 

間室照雄会員…国際大会行って来ます。 

大澤二三夫会員…本日、鴻巣市発注の雷電会館の新築

工事落札しました。 

スマイル 1  津田健三会員、東久邇宮国際文化褒賞受賞お

めでとうございます。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会

員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・山口光男会員・松本安

永会員・井上脩士会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・小

林玲子会員・青木日出光会員・松村豪一会員 

スマイル 1  国際大会参加者の皆さま、気をつけて行ってら

っしゃい。 

津田健三会員・小林玲子会員・田邊 聖会員・寺西修身会

員・成田志津子会員・竹内幾也会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 25日 

（水） 
第 1148回移動例会 

6月 1日 

（水） 

第 1149回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

6月 8日 

（水） 
第 1150回通常例会 

6月 15日 

（水） 
第 1151回通常例会 

6月 22日 

（水） 
休会 

6月 29日 

（水） 

第 1152回移動例会 

最終例会 

親睦ゴルフ・親睦ボーリング 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士    副委員長  田邊 聖 

委 員  成田志津子 細野潤一 青木日出光 


