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例会開始前の握手会

司会進行 間室照雄 副 SAA 

 

国歌及びロータリーソング斉唱  

国歌 君が代 

ロータリーソング 奉仕の理想 

 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和  

木下純一 会員 
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奥様誕生祝い  大石幸代様 

結婚月祝い   石井英男会員 中島安啓会員 

大石正行会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

会員卓話 大石正行 会員 

委員会報告 

IM実行委員会 井上脩士 実行委員長 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 
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結婚誕生祝い 

奥様誕生祝い 

大石幸代 様 

 

奥様誕生日のお祝いをいただきありがとうご

ざいました。 

結婚月祝い 

中島安啓 会員 

 

結婚記念日月ということでお祝いをいただき

ましてありがとうございます。これからも夫婦円満

で楽しく過ごしていきたいと思います。 

大石正行 会員 

 

結婚記念のお祝いをいただきありがとうござ

いました。 

今年で結婚 34周年になります。来年は 35周

年（珊瑚婚）ということで南国の海へ旅行したい

なと考えております。 

乾杯 

 

 

会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、本日は立

冬です。寒暖の差が激しく、

風邪を引いている方も目立ち

ますが、会員皆様には体調管

理に気をつけて下さい。 

今月は 10日～11日に地区

大会が大宮ソニックで開催されます。特に 11日

の日曜は早めの昼食後、11：50には全員登録、

全員参加です。特に本年は会員の全員登壇が

予定されていますので是非ご参加頂き、地区大

会を盛り上げましょう。 

10月 28日（日）AM8～10の時間に上谷運動

公園に有るロータリーの杜の除草清掃活動に

10 人のご参加有難うございました。特に旭科学

の社員の皆様には 4名ご参加頂き有難うござい

ました。インドネシアより 2 人の研修生の方も清

掃活動にご参加頂き、大いに戦力として助かり

ました。このような奉仕活動を繰り返す事でロー

タリーの奉仕活動の充実感が得られます。是非

若手の参加をお願いします。 

自ら活動しないとロータリーに参画している自覚
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が出来ません。自分の事として活動を推進して

ください。 

また。10 月 24 日(水)には職業奉仕の一環と

して職場訪問（長野県上田近郊のワイナリー）

に１７名のご参加有難うございました。生憎当日

は私の父の大腸手術の家族立ち合いと重なり、

私は残念ながら参加できませんでしたが、有意

義な日帰り旅行になったと聞いています。幹事

の松本委員長にはお世話になりました。今後も

鴻巣出身の企業家を応援していきましょう。 

さて、皆様にうれしいご報告が有ります。会員

の小林忠司様が本年秋の叙勲対象に推挙され

（旭日単光章）を受賞されました。会の規定で本

日の理事会で承認されて、慶弔規定により 5 万

円を最上げたいと存じます。長年の鴻巣市商工

会会長の発展と県の商工会の発展に寄与され

た功績に対し叙勲されました。大変名誉な事で

す。 

今月は 11月 21日（水）の移動例会で献血例

会が有ります。赤十字より 50名の献血出来る方

のご参加を要請されており、各企業、取引先に

もお声をかけて、特に若い男女の献血ご参加を

お願いします。血液は人口的に製造できません。

緊急輸血や末期のがん患者様にも提供されて

おり、埼玉県は慢性的に血液が不足していま

す。 

明日は我が身です。健康な内に是非会員、

ご家族の献血参加をお願いします。 

11月28日(水)の夜間例会では入会 3年未満

の会員を対象としてロータリーの勉強会を開催

します。勿論会員全員の参加で、研修とその後

の懇親会を予定しています。是非とも積極的に

ご参加願います。担当は研修委員長の坂口会

員です。 

11月29日はロータリー財団主催のコンサート

が大宮芸術劇場（与野）で開催されます。積極

的にご参加ください。チケットは地区事務所で

取り扱いしています。 

来月の 12 月 12 日には年次総会とクリスマス

例会が例年通り熊谷ガーデンパレスで開催され

ます会員全員の参加は勿論、ご家族の皆様の

沢山のご参加をお願いします。夕方の送迎バス

も用意します、ボウリング（11 日）ゴルフ（12 日）

予定。 

以上 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 10/24職業奉仕委員会長

野ワイナリー訪問 

(2) 10/28 クリーン鴻巣運動ロ

ータリーの杜除草 

(3) 11/21日本赤十字献血協

力願い 

(4) 地区補助金事業、陸上競技場放送設備修

復工事終了 

(5) 11/10〜11 地区大会 大宮ソニック 

(6) 長年功績の小林会員秋の叙勲対象へのお

祝い 

(7) 青少年奉仕委員会 ボーイスカウト運動の

協力支援 

(8) 国際奉仕委員会 鴻巣 RC と連携し協力支

援 

会員卓話 

大石正行 会員 

今年の 7月に入会して初

めての卓話をさせていただき

ます。卓話のテーマは私の

略歴、会社の概要、私の信

条についてです。 

社会人になる 18歳から人

生の節目節目において素晴

らしい方との出会いが今の私を形成しています。

これからも RCを含めた多くの出会いを大切にし

てまいりたいと考えています。 

「挑戦なくして飛躍なし」 

大起理化工業株式会社は、ものづくりに情熱

を傾ける技術者・高橋昇（34 歳・初代社長）が、

昭和 16 年（１９４１）、「昭光理化製作所」として

創立いたしました。 



4 / 6 

 
 

昭和 25年（1950年）には、当時の農林省が、

試験研究機関の機構改革を実施し、農業技術

研究所内に新たに「土壌分離研究室」が誕生。

日本においてはじめて「土壌物理学」という分野

が生まれた瞬間でした。 

新しい分野に情熱を燃やす若い学者たちと、

もの作りにお情熱を傾ける技術者高橋昇が出

会い、最初に手掛けたものは「土壌団粒分析

器」。互いの熱い情熱によって研究開発が始ま

り、試行錯誤を繰り返しながら、昭和 27 年、日

本人の手による初めての「土壌団粒分析器」第

1号が完成。これが当社の「自社製品第 1号」と

なり、技術屋からメーカーとなった記念すべき大

きな一歩となりました。 

この創立者・高橋昇の「新たなものを生み出

すという頑固なまでの技術者精神」こそが、大起

理化工業の歴史 77 年の原点であり、今なお当

社に受け継がれております。 

この自社製品が誕生した昭和27年（1952年）

6 月、社名を変更し、現在の大起理化工業が誕

生しました。社名の大起（Daiki）は、「大きく羽ば

たく」という意味であり、戦後の混乱期にもかか

わらず、すでに、高橋の目は世界市場へと向け

荒れており、世界でも通用するブランド名「Ｄａｉｋ

ｉ」という新たな社名に自信のものづくりの情熱を

込めたのです。 

その後も新しい機器の開発を望む研究者た

ちと共同で、実容積測装置、通気性測定装置、

加圧膜装置、振動粘度計、テンシオメーター、

採土気器、不飽和透水性測定器等々を次々に

開発し製品化してまいりました。 

こうした研究者の方々との真摯な橋梁関係が

当社の発展の基礎となり、「土」を通して日本の

土壌物理性測手装置メーカーとして、確固たる

地位を気づくことが出来ました。 

「Ｄａｉｋｉ」は、百年企業を目指して皆様から必

要とされ続ける企業であり続けたいと考えていま

す。そのために私は社員と共に、創立者の精神

を引き継ぎ「Ｄａｉｋｉ」を日本のオンリーワン企業

から世界のオンリーワン企業へ発展させたいと

願っております。 

そして、激変する地球環境を守っていくため

にも、企業理念の「土と水を守る」の実践と実現

がＤａｉｋｉの責務と考え、自社の新技術・新製品

開発と、世界の優秀な技術・製品の導入にも積

極的に挑戦し続けてまいります。 

百年企業を目指し 

グローバルリッチ市場での 

オンリーワンから 

ナンバーワン企業へ 

 

委員会報告 

IM実行委員会 井上脩士 実行委員長 

 

 平成 30 年 11 月 21 日

（水）～23 日（金） 奄美Ｒ

Ｃ訪問。宮城会員が行け

なくなったため急遽 1名の

参加を募集します。今回

は「奄美ＲＣとの友好クラ

ブ締結」を目指して本格的な話し合いを行って

きます。奄美ＣＣでのゴルフ、夜のお楽しみも少

しだけあります。参加をお待ちしています。 

 

出席報告 柿沼洋一 委員長 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 279,392 円
本 日 の 合 計 29,000 円
次回繰越金合計 308,392 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 11月 07日 10月 24日 10月 17日 

 1264回 1263回 1262回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 35  34 

出 席 数 27  25 

欠 席 数 6  9 

例会出席率 77.14%  73.53% 

Ｍ Ｕ 数 3  3 

合計出席数 30  28 

出 席 率 85.71%  82.35% 

赤文字は修正 

会員スマイル １ 

11 月１０，１１日は地区大会です。会員登録となってい

ます。よろしくお願いいたします。 

津田健三会員・宮城仁会員・寺澤銀三会員・馬場知行

会員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮

江郁夫会員・加藤文雄会員・井上脩士会員・大澤二三

夫会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・宮坂良介会員・

田邊聖会員・寺西会員・成田志津子会員・木下純一会

員・宮内たけし会員・松村豪一会員・朝見卓也会員・久

保 学会員・川邉城治会員・中島安啓会員・星野光生会

員・大石正行会員 

第 1265回例会 

地 区 大 会 

平成 30年 11月 10・11日（土・日） 
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今後の活動予定 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 

11月28日

（水） 

第 1267回移動例会 

夜間例会 

鴻巣市市民活動センター 

12月 5日

（水） 

第 1268回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話:医療関係者 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

12月12日

（水） 

第 1269回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

ホテルガーデンパレス熊谷 

17:30受付 18:00点鐘 

12月19日

（水） 

第 1270回通常例会 

外来卓話：鳥羽歯科医院  院

長 鳥羽千太郎様 

12月26日

（水） 
振替休会 

12月３１日

（水） 

第 12７１回移動例会 

大晦日・初詣例会 

23:45集合 

寶持寺 除夜会、本堂にて新

年来福祈願 

1月 2日

（水） 
法定休会 

1月 9日

（水） 

第 1272回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話:全会員「今年の抱負」 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

1月 16日

（水） 

第 1273回通常例会 

会員卓話:全会員「今年の抱負」 

第 1266回例会 

献 血 

鴻巣市総合福祉センター 
平成 30年 11月 21日 


