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3月19日  “100%例会の日”
　　　　 会員卓話 岡野晴光会員
3月26日  （時間変更）
　　　　 会員卓話 大塚崇行会員
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ロータリーに輝きを

会長あいさつ
　本日は、例会に出席を頂きまして有難う御座います。米山記念奨学
生の朴さん、青少年交換留学生のパーカー君ようこそおいで頂きまし
た。朴さんは来月米山の卒業式を控えておりますし、パーカー君は、
ステイ先が変わって一か月が経ちました。後ほど、近況報告をお願い
します。
　今週の月曜日には上尾ＲＣ会長会を開催して頂きまして誠に有難う
御座いました。特にパスト会長の皆様には、お礼を申し上げます。
　さて、ヘッドハンティングという言葉を聞いたことがあると思いま
す。ヘッドハンティングとは、経営者、経営幹部、それに準ずる優秀
な人材を外部からスカウトして、自社に引き入れることを言います。
私の身近でもヤナセのトップセールスをしていた同級生がプルデンシ
ャルにスカウトされ現在も働いております。ヘッドハンティングは、
企業から直接依頼を受けたヘッドハンターによって行われるケースが
多いようであります。基本的には、大企業の話ですが、今日は、その
ヘッドハンター１０人が実感している「役員に昇りつめる人」の共通
点を幾つか紹介したいと思います。初対面の人に対して役員の方は、
とにかく腰が低い。外部の若い営業マンにも「有難う御座いました」
と必ず挨拶をされているそうです。一方、部長止まりの方は、上下関
係を嗅ぎ分けて下と判断した途端にぞんざいな態度に出るようです。
ですから謙虚なトップは、部下の信用も厚く、往々に外部との横の関
係も強くなるようです。またお世話になった人に対して役員の方は、
翌朝お礼のメールを送り、そうでない方は、困ったときにしか連絡を
してこないようです。そして、話し方、コミュニケーションの取り方
も判断基準には、大切であるようです。役員の多くが相手の目線に合
わせて話をして、相手の感受性を参考にするなど調整能力が非常に高
いそうです。一方、部長止まりの方は、専門用語を羅列して指示を出
しているが相手には伝わっていないことが多くあるようです。また、
ヘッドハンティングされる一流の人々にも当然、企業を選ぶ基準があ
り、役員まで昇るような方は、そこで自分が何を提供できるかを考え
て判断して、過去の成功体験に縛られずに次の企業が自分に何を求め
ているのかを考えるそうです。一方、部長止まりの方は、肩書と年収
にこだわりを持っているそうです。食事に関して言いますと、役員ク
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出席　　会員数　　３7　　　出席数　　23
欠席　　欠席数　　14　　　（％）　  62.16
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  7
修正（％）　 　    81.08 　　   （Ｍ・Ｕ）    2

出席率

第２582回
２０１5. 3. 1

２０１5. 3. 5

於：桶川市民ホール（文学館ホール、プチホール）

2014～15年度 RI第2770地区 第5G Intercity Meeting

桶川イブニングロータリ-クラブがホストクラブでIMが開催されました。記念講演では「ポリオ撲滅体験記」が、青少
年フォーラムでは「青少年交換プログラムって何？」がそれぞれ披露されました。懇親会もおおいに盛り上がりました。

尾金属工業協同組合です。後に、現在の上尾ものつくり
協同組合になります。組合の理事長の６代目を私がやら
せていただきました。
　社会にでて車の部品を作っている神奈川の製作所に
就職をしました。ここであちこちの工場を見学に行くな
どたいへん勉強をさせていただきました。そんなときに、
当クラブ３代目会長椎名廣司さんの息子さんが工場を
見せてくれて、やっていけるのではないかなぁということ
で上尾に来ました。私が来た頃に、メインの取引先がな
くなり困りましたが、その時に与野にあった田中計器工
業（株）という会社が新会社をつくったのを機に、アメリ
カの工場を見学し、そこで見てきたものを安く速く耐久
性のあるオリジナルで、我が社で作りました。そんなこと
でどんどん仕事が増え業績が伸びていきました。生産状
態はパンクしてしまいましたが、他社ではできない、そん
なときにバブルが崩壊しました。世の中はどんどん変わ
っていっています。製造業は人工知能が活躍し、機械に

名取会員、卓話ありがとうございました！

ぜんぶやらせる時代がくるようです。ただ言えるのは、い
つの時代もどうやって生きていくのか、ということです。

大会テーマ I Love Rotary ♥ 好きです Rotary

ロータリー情報委員会
於：手打ちうどん なすび

ロータリ-情報委員会 名取勝委員長　　クラブ研修リーダー 尾花正明パスト会長
入会3年未満の会員を対象に、ロータリ-活動の基本情報等をあらためて
学習する委員会を開催。総勢20名が参加し活発な議論を交わしました。

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
久保田　勲幹事

委　員　長　報　告

青少年交換留学生　ウイリアム パーカー ハミルトン君

ビジターゲストあいさつ

　◆ＲＬＩ Part3が５月17
日（日）に開催されます。私
と藤村副幹事が参加予定
です。
◆社会奉仕部門上半期活
動について、ペットボトルキ
ャップ回収推進月間、アイバンク支援運動推進月間の案
内がきています。ペットボトルキャップは２月5日に90kg
を運んでいただいています。90kg＝90人ぶんのワクチ
ンに換算するキャップ量です。いま事務局にもうない状
態ですので、少しでも構いませんのでご協力のほどお願
いいたします。
◆２月、３月のロータリーレートは１１８円です。

　３月５日（木）18:30から、ロータリ-情報委員会を開
催します。まだ返事を出してない方は本日中によろしく
お願いいたします。

ラスの方は「とにかく好き嫌いなく、きれいに食べ
る」「米粒一つ残さず、箸の先だけを使って上品に
食べる」「食べることを愉しむ」そうであります。
会食のマナーや立ち居振る舞いもしっかりしていて、
上から教えるのではなく、自然に教育をする方が多
いそうです。一方、食べ物を残すなど、ものを大事
にしない人は、仕事も雑な印象を与えることもある
ようです。最後に身だしなみですが、役員クラスの
方は、見た目の雰囲気も恰好がよく、ビシッと背筋
が伸びて、着こなしもうまい。決して派手ではなく、
正統派を愛し、それなりにお金をかけてきちんとし
ている。手入れの行き届いた靴やサッとメモ出来る
ようペンにこだわりを持つようであります。
このようにヘッドハンターは、単に人材を右から左
に動かすのではなく、そこに至る過程で多くに時間
と労力を費やし、企業にとって最善の人材を紹介し
ているようです。
　大企業の話をしましたが、我々も一国一城の主と
して大企業の役員になるような方の振る舞いを身に
付けると宜しいのかと思います。昔、ある先輩に社
長の器以上の人間は会社に入ってこない。もし入っ
たとしても辞めていくものだ。だから自分の器を大
きくしないと良い会社にはならないと言われたこと
があります。この記事を目にした時、そんなことを
思い出しました。自分で出来る良いことを少しずつ
でも進化させて自分の器を大きくして頂ければと思
います。以上をもちまして、会長挨拶と致します。

　先週韓国に行ってきまし
た。韓国は旧正月だったの
ですが、母の仕事の手伝い
をしてきました。奨学金を
いただいて勉強をすること
ができ、大変だった母の仕
事も徐々によくなり、感謝の言葉を母に代わってクラブ
の皆様にお伝えいたします。ありがとうございました。
　３月１４日に行われる卒業式では無事に卒業できる
ことを確認しました。皆さんと約束した「成績優秀賞」も、
いただくことになりました。就職先はまだ決まっていませ
んが、卒業後も例会に出席させていただきます。

ロータリ-情報委員会　名取　勝委員長

米山記念奨学生　朴　秀昡さん

　　今月も忙しかったです。ホストファミリーが変わり、
いま長澤さん宅に泊まっています。とてもやさしいファミ
リーで、温泉に行ったり、ゲームをしたり、たくさん楽し
いことをしています。学校では、トータルマラソンが先週
で終わりました。授業の時間はほとんど自分１人で勉強
し日本語の文法や漢字を特に勉強しています。毎週金
曜日は留学生の友達と日本語の学校に通っています。
　部活もがんばっています。柔道では昇級試験２回受け
て、合格しました。初段試験は４月と６月にチャンスがあ
ります。黒帯をアメリカに持って帰りたいです。
　先日は大塚崇行さんと樋口さんと長野県の菅平に行
きました。たくさん滑りました。３月になったら家族がフ
ロリダから来ます。わくわくしています。
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結婚・誕生祝い

お誕生日　おめでとうございます！

例会主題～会員卓話　
『これから』

渡邉　清会員
本日はお祝いをいただきましてありがとうございます69
歳になりました。あっと言う間に70歳です。毎日が最近
早くなりました。まだまだあと50年、60年と長生きした
いと思っています。

名取　勝会員

富永　建会員

岡野晴光会員

　自分史を私なりに話して
いきたいと思います。
ロータリーに入って１４年、
いま74歳になりました。競
馬でいうと第４コーナーを
回ったところではないかと
思っていますが、鞭を入れたらひっくりかえってしまうの
で、今後を静かに考えているところです。
　70歳を過ぎた頃に女房と話して、生前整理をしようと
なりました。そのうちの１つは、旅行が好きで写真がだ
いぶ撮ってたまっていたので、ある時、写真をぜんぶ車
に載せて焼却場に投げてきました。
　プロジェクターに表示している画像は、昨年の会社の
忘年会の時、大きくプリントしたものです。我が社は創業

誕生祝いありがとうございます。２月11日に７回目の年
男、昭和18年生まれで72歳です。昔はいい加減なロー
タリアンでしたが、最近、富にI LOVE ROTARYです。

して65年経ち、いま３人目の社長に代わり、従業員全員
ネクタイをしてさいたま新都心のラフレさいたまで忘年
会を行いました。会場で３代目は、100年まで会社を継
続したいと言っていましたが、『これから』と行ったのは、
どこまでいくかわかりませんがその経過を見ていきたい
ということです。
　古い順にお話しします。我が社は、初代が25年、私が
２代目で34年、３代目がいま６年とトータルで65年です
。私の生まれは1940年、戦時中です。その頃からの日本
の歴史はご存じだと思いますが、振り返ってみると私自
身としてはたいへん面白い時代にこの世に出てきたなぁ、
面白い経験をしたなぁというのが今の実感です。激動の
戦時中や戦後の貧しい時代はあまり記憶にありません。
日本の戦後復興から高度成長、ジャパン・アズ・ナンバ
ーワンの時代になって、バブル崩壊、失われた10年、20
年となって、このままでは変わらないとまずいなぁと60
歳を過ぎた頃から考え、3人目がいま活躍しています。
私から3代目に代わった６年前というのはリーマンショ
ックの頃です。２年後には東日本大震災がありましたが、
現在そこそこやってきています。私は会長と言う役職に
就いてやっていますが院政を敷く考えは一切なく、すべ
て3代目の考えで経営してよいと言っています。世の中は
常に変わっていきます。その変わった状況を自社の事業
にどのように反映させるかが我々のやるべき仕事だと思
います。
　初代の25年というのは創業です。戦争から帰ってき
て勤めにでていたわけですが、なかなかサラリーマンと
してやっていくのは厳しいので自分で事業を始めるわけ
です。時代を見ればわかるように、第二次世界大戦後、
５年経ってから始めたわけです。日本が荒廃している中、
貧しい中での立ち上げでした。
　上尾には東洋時計（株）という会社があったのですが、
初代はこの会社に勤めていました。事務系の人がよく工
場をおこしたなぁと思います。東洋時計がなくなってか
ら何十人と言う人が町工場を始めました。そのうちの１
つが当社です。独立した人たちが集まってできたのが上

78歳になりました。去年２月に順天堂大学に入院してい
ましたがおかげさまで退院できましたのでこれからも皆
さまどうぞよろしくお願いいたします。


