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◇ 例会日

毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場
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〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号

◇ TEL 046(881)5111
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2018 年 12 月 6 日

第 2756 回 例会

◇ 点 鍾 12 時 30 分
◇ ロータリーソング 『奉仕の理想』
◇ 四つのテスト唱和

会長報告

鈴木

康仁

皆さん、こんにちは。
11 月 1 日は長島真理子会員の卓
話、三浦海岸の河津桜のルーツ
について、専門家の作成した「紙
芝居」をご披露し読んでいただ
きました。
大好評につき次週 13 日の、会長
幹事会にもう一度ご披露お願い
致します。
15 日には、高円坊の湧水を使って、チョウザメの
飼育をしておられます、農業法人デリーターファー
ム代表の、金子様に卓話を頂き、11 月 14 日には、

菊名の寿司店「伊豆島」にて、高級食材キャビア（チョウザメの卵の塩漬）の試食会があったそうです。
濃厚な味わいと口に入れると溶ける繊細さを併せ持つ極上品に仕上がったそうで、RC 例会にも持ってきて
いただき、ごちそうになりたいですね。
尚、今後、金子さんはオリーブ、アボガド、ホワイトサボテン、ブラッドオレンジなど手掛けていき、三
浦の名物にしていきたいと抱負を語っていました。
また 29 日には三浦 RC の最大イベントになります、イモ堀例会：本年度は芋の質も良く、又、天候はあま
り良くありませんでしたが、雨が降らなかったことだけでも一安心でした。
横須賀北 RC の福島さん、横須賀南西 RC の宮本さん、第三グループの E クラブより原さん、田代さん二人
とも駆けつけてくださいました。
まずは、三浦市の新教育長及川さんの挨拶を頂き、皆さんがこんなに楽しそうに夢中で掘っている姿を見
させていただき、RC の皆さん、本当にありがとうございます、とお褒めの言葉を頂戴いたしました。
今年度の参加は、三浦の各小・中学校の特別養護級の生徒や家族・先生 88 名・武山養護学校 45 名、三浦
市内の育成団体の 58 名、計 187 名のご参加を頂きました。
また、三浦 RC メンバーの皆様、メンバーの会社の従業員の皆様、大勢のお手伝いを頂きまして、無事終
了致しました。
皆様本当にありがとうございました。
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幹事報告
＊お誕生月お祝

松崎貞男会員

S7.12.25

鈴木金太郎会員

S21.12.1

鈴木正孝会員
土田成明会員

＊横須賀北 RC 第 2739 〜 2741 回週報

S30.12.16
S32.12.8

＊横須賀西 RC 第 2303 〜 2308 回週報
＊12 月 RI レート

1 ドル＝112 円

＊財団室 NEWS（12 月号）

＊第 2 回地区補助金説明会のご案内
＊ロータリーブランドニュース

＊ロータリーの友 2017-18 年度事業報告
＊第 6 回会長幹事会議事録

出席報告
・会員総数：26 名

本日出席：13 名

欠席：13 名

出席率 50.0％

・MAKE UP：鈴木康仁、秋本清道、奥山浩司（地区・会員増強事例セミナー）
以上により出席率は

61.5％となります

ニコニコ BOX 報告

ニコニコ BOX 集計報告
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・鈴木康仁 また急に寒くなりました。
笠倉さん、卓話をよろしく。
・松崎貞男 誕生祝ありがとうございます。
・相澤静夫 前回欠席のおわび。
・秋本清道 先日、食品衛生功労者県知事表彰を受
けてきました。
・笠倉正弘 久しぶりの卓話、今年最後ですね。
ガンバリマス。
・藤喜代司 笠倉さん今日の卓話楽しみにしています。
・福地宏章 笠倉さん、期待しております。

たそがれ親爺の独り言」

笠倉

正弘

会員

今年の卓話として ダメ親爺が卓話のトリをやる事になるか
と思うと！ --- 責任を感じます！！
若い会員も増えてきましたし、例会にもっと出たいのですが
なぜか木曜に用事が入ります。
今までの例会欠席の罪滅ぼしと思い、がんばりマス。
たまたま 以前の卓話原稿があり、読んでみるとやはり仕事
の話が中心でした。 今回もそうなりますので面白くない話
ですがお付合いください。
男も女も生まれて死ぬまで 一度は自分を見つめる時がある
と思います、その多くは自分の存在が ------- 家族達から、自分
の会社の社員から、世間から、ロータリ−仲間から見られて
いるか？ でしょうか、嫌われていないか？好かれているの
か？ 今までの「生き様」」がどのように見られているか ---- などなど 大なり小なり皆さん気になりませんか？
やれ奉仕だ、社会貢献だとか --------- そんな事気にしないで自由気儘に人生を楽しむのも “有り” かも知れま
せんが ------。
------------- 歳をとってくると近頃 “晩節” を考えます。------------つまり、、自分から今の仕事を取ったら只の 73 才のダメオヤジがいるだけですが、何故ですか？今のところリ
タイアしないつもり。
高血圧、緑内障、白内障、鬱（うつ ) 病とまだらボケの五つの薬を毎日飲んでがんばっています。それと休みの
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日には孫と遊ぶのが仕事以外の生きがい？です。
他には取柄の無い月給 30 万ﾌﾟﾗｽ年金暮らしの老人がいるだけです。
鈴木会長や秋本幹事の様に三浦 RC へかける情熱、こだわりはどこから生まれてくるのでしょうか？ 特に秋本
さんには一昨年の会長の時の三浦 RC の危機的状況 ----- と自分は感じた --------- での 踏ん張りの源泉は どこ
から出てくるのか教えてもらいたいものです。
さて、仕事は何とか損益分岐点売上を超えつつあり 心がけが良いからかライバル会社が止めたり、新規開拓
等で客先も増えたり ----- で -------- 不思議な事に ----- 何とかやっていけそうで会社へ行くのが楽しみ？です。
以前は 分岐点売上げマイナス 500 万くらいの月があり 寝られない時が続きました
｛好きな言葉 “臥薪嘗胆” “冬来たりなば春 遠からじ” “負けるが勝ち” の三つ。｝
ライバル会社が止めたことに関連して函館の造船所からの受注が始まり、そこに工場を作る計画もあります。又、
海外客先展開など戦線が拡大しそうです。
いま函館からの仕事の場合 例えば、10 トントラックを使っての納品、引取りをしたら約 60 万の運賃が掛か
ります、これがネック (Bottleneck) です。-------ﾑﾀﾞCOST 二泊三日 ｸﾚ-ﾑ対応 ----------。
客先の海外展開も「Communication」がネックです。 先日 TOEIC のテストを横須賀で受けましたが 散々で
した ------ 年寄りの冷や水 ------- “臥薪嘗胆” で、もう半年あとに再挑戦してみます。
尾道工場があげる利益で！？ソ−ラ−発電を 5 月から開始して東電に電気を売っています。又、去年の夏から「海
の家」の資材を旧工場の空きスペ−スで預かり家賃をゲット ------- 奥山会員のおかげ、感謝！！
その他 マシニングセンタ− 三次元測定器を来春までに購入します。社内 LAN の NET WORK もようやく出
来ました ----------会社のまもり、パワ−を強化しないと全国展開が出来ません。
＊会社のこれからの事業展開のキ−ワ−ドは「海から陸へ」です。近い将来 いまやっている仕事が激減する
からです、船舶ディ−ゼルエンジンの排気ガス（SOｘ NOx）の環境規制によりエンジンの構造が大きく変わっ
てしまうからです。
来年、二月に第 40 回のヨコハマテクニカル SHOW に出ます。2.5 坪 /14 万円也のブ−スを使い、これで二回
目になりますが企業からの仕事を獲得する為の製品？を展示します。
但し 何をコンセプトした展示で、どこをタ−ゲットとして発信するのか 難しいところですが -------。陸上企
業のニ−ズをどうしたらビジネスに取り込めるかがポイントだと思います。
例えば 今、産業界では高圧水（water jet）を用いて洗浄、バリ取り、コンクリ−トのハツリ作業など広く行な
われています、更に圧力を 3000Kg/C ㎡以上に上げていくと金属、石の切断、加工も出来るようになりその機
械装置が実用、商品化され市場にたくさん出ています。
この圧力発生装置がプランジャ−方式と言われるもので弊社の扱っているのと原理的には
同じものです。
弊社はディ−ゼルエンジンの燃料（軽油、重油）を高圧（1000Kg/C ㎡ほど）
で送り出す装置のプランジャ−ポンプを扱っています。
勝手な想像ですが これらの陸上の「Water Jet 製品」に関連するビジネ
スが有るとして駄目もとでも挑戦する価値があると思います。
早く販路を開拓して三浦三崎の企業としての存在感を示したいものです。
又、会社をリタイアしたら
内、PR する積もりです。

観光案内ボランティアとして三浦半島を案
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2018 年 11 月 29 日

第 2755 回 例会

出席報告

＜ジャガイモ掘り例会＞

会員総数：26 名

本日出席：11 名

欠席：15 名

出席率 42.3％
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