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インスピレーションになろう

行事予定

5月16日 次年度計画
            クラブフォーラム④

5月23日 卓話 地区青少年
            　　　　　奉仕部門

5月30日 休会

2018-2019年度　樋口 雅之 会長会長あいさつ
　皆さまこんばんは。本年度第40回の夜間例会、そして平成最後の例
会に多数の皆さまにお越しいただき、誠にありがとうございます。
　まずは、６月29日(土)甲子園野球大会の組み合わせ表が大会本部より
届きました。上尾ＲＣ野球部は第５試合14：10プレイボールで、対戦
相手は東京秋川ＲＣさんとのことです。甲子園での勝利に向けて、野
球部の練習もスタートいたしました。第１回は４月21日(日)に上平中学
校第二グラウンドにて、５名の選手が参加しました。ここから４回練
習と試合が予定されておりますので、野球部の皆さんは是非ご参加い
ただきたいと思います。また、６月末の甲子園ツアーのご案内がお手
元に届いているかと思いますので、こちらは選手だけでなく応援の皆
さまも大歓迎です。お返事がまだの方はよろしくお願いいたします。
　さて、冒頭に、本日が「平成最後の例会」と申し上げましたが、あ
と５日で平成が終わり、５月１日からは元号が変わって令和がスター
トしますね。皆さまにとって、平成の31年間はどんな時代だったでし
ょうか。昭和から平成に変わった1989年１月、私は中学校２年生でし
た。市内の西中学校に通っていて、部活は科学部に所属、１年生から
レギュラーでした(笑)。スポーツ経験はなく、ポッチャリとしていて、
44歳の今のほうが当時よりもウエストが細いくらいです。この30年と
３カ月続いた、平成時代の出来事を思い返してみますと・・・
◆平成元年・消費税導入（３％）・テトリスやゲームボーイが流行／
ベルリンの壁崩壊。◆平成２年・ちびまる子ちゃんテーマ曲「おどる
ポンポコリン」大ヒット／スーパーファミコン発売／大学入試センタ
ー試験の導入。◆平成３年・バブル経済崩壊／ソビエト連邦解体、ロ
シア連邦に／湾岸戦争勃発／カール・ルイスが人類初の100ｍ走10秒
切り。９秒86。◆平成４年・新幹線「のぞみ」運転開始／ＭＤ発売。
◆平成５年・皇太子殿下と雅子様がご結婚／サッカーＪリーグ開幕。
◆平成６年・ドラマ「家なき子」大ヒット／プレイステーション発売
／日本人女性初、向井千秋さん宇宙飛行。◆平成７年・阪神・淡路大
震災／オウム真理教の地下鉄サリン事件／ＰＨＳ販売開始。◆平成８年
・「たまごっち」発売／ヒツジ体細胞からクローン作製。◆平成９年・
消費税が５％に／ダイアナ妃が交通事故で亡くなる。◆平成10年・和
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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当クラブの元米山記念奨学生であり、さいたま大空RC
さんのロータリアンであり、卓話いただいた小林社長の
会社＝（株）ニチネンさんの社員であり、当クラブがベト
ナムに国際奉仕を行う際の架け橋になってくれた恩人
である、周京梅さんが、懇親会に遊びに来てくれました。
周さん、また来てくださいね！　皆様、お疲れ様でした！

鴻巣水曜RCさん等が主催する、ふれあい鴻巣
ウォーキングに、当クラブからは樋口会長、齋藤
哲雄会員、長沼会員が参加してきました。上尾西
RC新井会長、鴻巣RC小川会長とともに最長16
kmのコースに臨み、完歩して、爽やかな汗を流
してきました。皆さま、お疲れ様でした。

出席　　会員数　　38　　　出席数　　22
欠席　　欠席数　　16　   　（％）　 57.89
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  5
修正（％）　 　    86.84  　      （Ｍ・Ｕ）     9

出席率小林裕一郎会員、卓話ありがとうございました！

　小型エンジンでは、冒頭でご紹介の２way方式の携
帯発電機が非常に売れています。災害が起きると電気が
遮断されてしまいますが、発電機があれば携帯電話、冷
蔵庫、パソコンなどライフラインを復旧することができる
ので、ニーズがあるものと思っています。
　尾瀬には飲料水の工場があり、ペットボトルの製造か
ら水の充填まで一貫して行っています。一般的なミネラ
ルウォーターは加熱していますが、我が社の水は非加熱
で尾瀬のおいしいお水です。衛生管理や水質検査は
365日たえず行っています。
　さて、「社会貢献できる企業を目指して」と題してです
が、水、ガス、電気等ライフラインの商品は、災害が起きる
と現地に翌日には送らせていただいて、たいへん喜ばれ
ています。ライフラインを支える商品を意図的にラインナ
ップにした訳ではないのですが、現在、災害時にお役に
たてる商品が揃っているのでは、と思っています。
　余談ですが、匠上（日本橋店・宮原店）という我が社の
コンロを使った焼肉店を営み、老神温泉「白壁の宿　ニ 
ュー牧水苑」という旅館を営んでいます。

　また私ごとの余談ですが、上尾リトルシニアという中
学生の硬式野球チームの会長を務めていて、４年連続
で全国大会に出場し一昨年前は全国３位になっていま
す。微力ですが青少年育成の奉仕活動を行っているの
かなと思っています。私の目標は、教え子たちが上尾高
校に進学し、甲子園に出場することです。少年たちには
「はい」という素直な心、「すみません」という反省の心、
「おかげさま」という謙虚な心、「私がします」という奉仕
の心、「ありがとう」という感謝の心という『五つの心』を
教えています。我が社でも、社員たちにこの五つの心が
浸透すれば、素晴らしい会社になれるのではないかと思
っています。
　これからも地域社
会の発展と、災害時
にお役にたてるよう
努めたいと思ってい
ます。
　ご静聴いただきあ
りがとうございました。

2019,4,25　於：北の国バル 上尾店
周京梅さんが懇親会に参加

スマイルスマイル
樋口会長、宇多村幹事、須田副会長、斎藤修弘副幹事、大塚信郎会員、
齋藤重美会員、島村会員、齋藤博重会員、深澤会員、久保田会員、
藤村会員、齋藤哲雄会員、野瀬会員、長沼会員、春日会員、芳賀会員、
小林裕一郎会員、丹井会員　

ふれあい鴻巣ウォーキング
2019,4,27　於：鴻巣市陸上競技場
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結婚・誕生祝い
結婚記念日　おめでとうございます！

◇５月のロータリーレート
は１ドル＝１１２円です。
◇タワーマンション２Ｆに、
上尾市観光協会「あげお　
お土産・観光センター」が5
月11日にオープンします。
◇全国ロータリークラブ野球大会への出席ご回答者は
12名になっています。

宇多村　海児幹事
幹　事　報　告歌山ヒ素入りカレー事件／長野オリンピック、男子

スキージャンプ団体で金メダル／「五体不満足」が
ベストセラー。◆平成11年・携帯電話でＥメールと
ｉモード開始／東海村核燃料施設で臨界事故。◆平
成12年・香取慎吾さん「おっはー！」流行語／カメ
ラ付き携帯電話発売。◆平成13年・９・１１アメリ
カ同時多発テロ事件／米アップル「iPod」発売／愛
子さまご誕生。／ＵＳＪオープン。◆平成15年・六
本木ヒルズオープン／オレオレ詐欺が横行しはじめ
る。◆平成16年・新一万円、５千円、千円札発行／
北島康介選手アテネオリンピックで金メダル。◆平
成17年・ＪＲ福知山線脱線事故／「クールビズ」スタ
ート。◆平成18年・荒川静香選手トリノ冬季オリン
ピック金メダル／男性皇族が41年ぶりに誕生。／
Twitterサービス開始。◆平成19年・年金記録問題
／米アップル「iPhone」発売。◆平成20年・リー
マンショック。◆平成21年・裁判員制度スタート／
オバマ氏が第44代アメリカ大統領就任／マイケル・
ジャクソンさん亡くなる。◆平成22年・米アップル
「iPad」発売／大相撲野球賭博問題。◆平成23年
・東日本大震災／アルカイダのウサマ・ビン・ラデ
ィン射殺／女子サッカー「なでしこJAPAN」がワ
ールドカップ初優勝。◆平成24年・東京スカイツリ
ー開業／レスリング吉田沙保里選手に国民栄誉賞。
◆平成25年・富士山が世界文化遺産登録／2020年
オリンピック開催地が東京に決定／林修先生「今で
しょ！」。◆平成26年・消費税８％に／西アフリカ
でエボラ出血熱の感染拡大／笑っていいとも！放送
終了。◆平成27年・18歳選挙権成立／マイナンバ
ー制度導入。◆平成28年・リオオリンピックで女子
レスリング伊調馨選手が史上初の４連覇達成。◆平
成29年・中学生プロ棋士藤井聡太四段（当時）が前
人未踏の29連勝達成。
　駆け足で振り返ってみましたが、つい最近の出来
事かと思っていたものが、もう10年前、20年前、
なんてことも多いかと思います。
　さて、平成最後の卓話は、小林裕一郎会員より、
お話しをいただきます。先々週と先週の例会にて、
上尾市役所の方より、災害に備えてカセットコンロ
のボンベやミネラルウォーターを買い置きしておき
ましょうというお話しがありました。皆さん是非ニ
チネンさんに発注していただければと思います。
平成最後の会長挨拶は以上とさせていただきます。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。

齋藤　哲雄　会員
　24歳の時、昭和58年４
月17日に結婚し、還暦を迎
えた今年、36年を迎えまし
た。４人の子どものうち、２
人が結婚しています。妻と
は、お互いに干渉しないで
過ごしていますが、「孫」という刺激が欲しいかなと思っ
ています。これからも先輩方を見習い、若い方の刺激を
受けながらロータリー活動を続けていきたいと思います。
齋藤　重美　会員

　我が家の結婚生活が長
く続いている秘訣は、家内
が文系で私が理系というこ
と、家内は近視で私は遠視
ということ、家内はぽっちゃ
りで私は細めということ、と
いったバランスがとれていることです。仕事とボランティ
アは75歳で一区切りしたいなと思っています。本日はあ
りがとうございました。

例 会 主 題
我が社の成長過程　経営戦略と課題

　本日は卓話の機会をいただきありがとうございます。
今月は防災関連のプログラムが続いたとのことで、私ど
ももカセットコンロ、ボンベ、飲料水、発電機といった防
災関連の製品をたくさん取り扱っていますので、そちら
を含めてお話しさせていただきたいと思います。近年、

株式会社ニチネン 代表取締役社長 小林裕一郎会員
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熊本地震、大阪府北部地震、北海道胆振東部地震とい
った地震と、大型台風などライフラインが壊滅状態にな
った災害が続き、私どもの製品群が、電気・ガス・水とラ
イフラインを支える企業ということで、かなり社会貢献で
きたという自負をもっております。商売的にもかなりご注
文を頂戴して、売り上げは順調に推移しています。本日
はそのあたりをお話しさせていただきます。
　まず初めに我が社の発電機のご紹介です。カセットガ
スとガソリンの２way方式で発電できる、世界初の試み
で、北海道胆振東部地震の前に商品が完成したのです
が、災害が起きるとこのような商品がひっ迫して、タイミ
ングよく、北海道を中心に日本全国の自治体など各所に
納入させていただきました。
　我が社の特長は、他社にないオンリーワンの製品を、
開発→研究→デザイン→製造→販売まで一貫してすべ
てワンストップで行っていることです。
　経営理念は、『創業開始から特色ある「オンリーワン」
企業として、他社に真似のできない独創性を発揮し、時
代とお客様のニーズを先取りした製品づくりに取り組
み、発展していまいります。』です。
　５つのポリシーは、「お客様第一」「適正な利益」「地域
に貢献」「社員を尊重」「品質最優先」です。成功する人
の12か条を掲げて『①人間的成長を求め続ける。②自
信と誇りを持つ。③常に明確な目標を指向する。④他人
の幸福に役立ちたい。⑤自己訓練を習慣化している。⑥
失敗も成功につなげる。⑦今ここに１００パーセント全
力投球する。⑧自己投資を続ける。⑨何事も信じ行動す
る。⑩時間を有効に活用。⑪できる方法を考える。⑫可
能性に挑戦し続ける。』をスローガンにしています。
　事業の案内ですが、よく「全国で燃えている固形燃料

のメーカー」と紹介されるのですが、固形燃料から創業
はしたのですが、現在はカセットコンロ・ボンベの方が売
上が大きくて稼ぎ頭になっています。次に天然ミネラル
ウォーターですが、工場を作って10年ほどで、順調に売
上を伸ばしています。それと小型エンジンというのが冒
頭でお話ししたエンジン式の発電機と、草刈りで用いる
カセットボンベ式のでエンジン式草刈り機です。こちらも
世界初の製品です。ほか、ウォーターサーバー、各種洗
剤、レジャー器具、鍋類、保温燃料・器具があります。
　我が社のあゆみですが、1984年に設立して35年、現
在36期を迎えています。私が代表取締役社長に就任し
て９年、売上を順調に伸ばしています。
設計デザイン課では製品開発から、パンフレットのデザ
インなども行っています。
　拠点は国内８カ所と上海・南通にあり、上尾RCから紹
介頂いた周京梅さんは上海と日本を往復していただい
て、中国と台湾への販売の架橋になってもらっています。
固形燃料は牛丼屋さんで牛すき鍋などのメニューが増
え、松屋さんでは月間100万個をお求めいただきました。
ビュッフェスタイルで使う固形燃料は、ハイクラスのホテ
ルでご利用いただいています。固形燃料は、国内で№１
のシェアとなっています。ものづくり大学や日本工業大学
と産学連携で協定を結んでいて、インターンシップを行
い、生徒さんが我が社に就職しています。
　カセットコンロでこれだけ多数のアイテムがあるのは
我が社だけで、小型で１人前のカセットコンロを作った
のも我が社が世の中で初めてです。コンロ（鍋物）だけで
なく、たこやき機や、遠赤外線無煙グリル、アウトドアレジ
ャーや業務用など、グリル各種があり夏場でも売れる多
数の製品があります。


