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寳積英彦副会長

私共の会社は今 3 つの企業で成り立っています。

＊本日は菊田会長欠席
により、寳積英彦副
会長が開会・閉会点
鐘を行いました。
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例会の記録

ハードウエアの大星電機株式会社

我らの生業

第２副ＳＡＡ

江原会員 稲見会員

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
20 名

出席者数
12 名

出席率
66.67 ％

パスト会長の時間

ソフトウエアの株式会社ティー・エス・イー

タイの現地法人 Taisei Engineering Asian Co., Ltd.

若松 泰誼 パスト会長
（2012～2013 年度会長）
大星電機株式会社 会長
今日は仕事のことをお話しいたします。

大星電機の創業を起点としています。
創業は 1972 年、今年は記念すべき 50 周年でありま
す。コロナ禍で派手にはできませんが、9 月には式典
をやるとのことで、今から楽しみにしています。
今から 50 年前の創業当時、ちょうど沖縄返還や連合
赤軍が起こしたあさま山荘事件などエラい時代でした
が、不安と希望をガッチャンコさせて起業したのを覚
えています。
創業 30 周年の時、社員の皆さんに

長寿企業の仲間入りができた！
30 年寿命説があるなかで 30 年続いたことは素
晴らしい！
でも、これはオギャーと産声を上げたばかりだ！
と話をしました。
40 周年の時は、

40 年は通過点にすぎない！
人間でいうなら青年になったばかり！
50 年経ったら皆で大喜びしてお祝いしよう！
と話をしました。
世界の中でも日本は大変な長寿企業国家であります。
お隣の中国や韓国では 50 年以上続く企業は数社し
かありません。日本には腐るほどあります。
100 年以上となりますと世界中で 6～7 割を日本が占
めています。世界一古い企業は、奈良にある法隆寺
の宮大工さん「金剛組」。1400 年余りもの長い間脈々
と続いて今もしっかり残っています。
創業 40 周年の時、その記念に会社の“技術の歴史”
を作りたいので自叙伝
を書いて欲しいと頼ま
れました。「50 年経っ
たら書くよ」と断った私
に、「あと 10 年経った
ら忘れてしまうので
は？」と言われ引き受
けることに。。。
あれから 10 年。10 年
前とは頭の中がまるで
違います。「あの時に
書いて本当に良かっ
た。よくぞ言ってくれ
た。」と思いました。
今年の年明け、ホンダとソニーが EV の技術提携を結
びニュースになりました。
私は飛び上がるほど喜びました。
皆さん 50 年前を思い出してください。昭和の三大実
業家、松下幸之助、本田宗一郎（ホンダ）、井深大（ソ
ニー）が有名ですが、当時、本田宗一郎と井深大は、
今後の日本について度々テレビで対談していました。
そのホンダとソニーが遂にタッグを組むのです。
日本は電気自動車においては世界から遅れをとって
います。ホンダは GM とも提携をしていますが、新しい
技術はやはり日本の企業同士がいい！！

どんなものができるか今からワクワクしています。
私共の会社はホンダと共に生きてきました。なので、
願わくば、我々の会社のモノづくり技術もそれに参
加できたらと思っています。そしてこれを起爆剤とし
てますます元気な会社になってほしいと願っていま
す。

米山記念奨学生へ奨学金の授与
米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ
5 月分の奨学金 100,000 円をお渡ししました
マイさんよりひとこと
ここ 2 回、採用試験が
あったため、例会を欠
席しました。お詫び申
し上げます。
私はホテルに就職を
希望しているのです
が、最終的に 4 つの
ホテルに絞って筆記
や面接試験を受けて
います。既に内定をも
らっているところもあり
ますが、全部終わった時に決めたいと思っています。
卒業論文も始まりました。ベトナムと日本のサービスを
比較して、ベトナムがどう改善すれば日本のような素晴
らしいサービスを提供できるかを、これから色々な資料
を読みながら書きたいと考えています。

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 6 月 7 日(金)クラブ協議会
役員・委員長退任挨拶のお願い
 6 月 10 日(金)年度末家族同伴夜間例会出席調べ
じゃがいも掘りご協力のお願い
日にち： 6 月 11 日(土)
＊雨天の場合は 6 月 12 日(日)

時 間： 10：00～
場 所： 栗原成実会員の畑
持ち物： 軍手（ビニール手袋） 長靴
汚れてもよい格好で！
一人でも多くご協力いただきますよう、宜しく
お願い致します！
 規定審議会報告（国際ロータリー）
私達に関連する主な項目
① 会員がクラブの所在地域に住居または事業場
を有する用件を削除
② 人頭分担金の増額
③ 出席規定の免除手続きの規定を改正
＊その他項目及び詳細は RI の HP をご覧ください！

 水村ガバナーより「次年度に向けて意見のお願
い」
① 次年度地区大会の件
② 第４ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞｰ補佐の解任について
③ 他地区からの移籍ﾛｰﾀﾘｱﾝを地区運営の重要
なﾎﾟｽﾄに複数就任させていること
④ 次年度の地区予算の件
⑤ 多くの地区役員が辞任したこと
⑥ 村田氏をｶﾞﾊﾞﾅｰに推薦した旧本庄南 RC の理
事会ﾒﾝﾊﾞｰが殆ど全員辞めてしまったこと
受贈会報
 所沢西 RC ・飯能ＲＣ
回
覧
 熊谷南 RC より「例会場移転のお知らせ」
 入間南 RC より「次年度役員・理事のお知らせ」
他クラブ例会変更のお知らせ
 所沢中央 RC

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会 < 若松泰誼 委員長 >
「ロータリーの友 5 月号」の紹介
【横組み】
特集 青少年奉仕月間
若年化する薬物パンデミック（P7-13）
特集 ウクライナ危機の中で強まる決意（P14-22）
【縦組み】
低年齢化する子供どもメディア漬け（P4-8）

会員卓話
栗原 成実 会員

【私の生い立ち 私の仕事 私の遊び】
私の生い立ち
僕は戦争がなければこの世に生まれてきませんでし
た。
父は、22 歳の時海軍に徴集されます。

第二次世界大戦は、昭和 15 年（1941 年）12 月 7 日に
始まります。父は沖縄からインドシナ、更にアリューシ
ャン方面に足掛け 6 年間出兵します。当初は二等兵、
終戦時は海軍少佐だったそうです。
その後、日本全国の港へ寄港し、当時軍港だった宮
城県女川港で長いこと近海をパトロールしていました。
終戦が近い頃の船は漁船に機関銃を乗せた船だっ
たそうです。
昭和 20 年 8 月 15 日、父は鹿児島で日本の敗戦を迎
えます。母は女川町で 8 か月の身重でした。
私の祖父はその状況を把握しており、女川より母を埼
玉に連れてきました。その後私を頭に 3 人の妹が誕生
します。貧しい農家でした。
昭和 36 年、川越工業高校工業化学科に進学します。
3 年後、シチズン時計に入社します。6 か月の研修後
淀橋工場に配属されます。
それから 3 か月後、田無工場に転勤、更に 5 か月後
組織全員が研究所に移りました。先輩、上司の顔と名
前を覚えるのが大変だったことが記憶に残っていま
す。

私の仕事
シチズン時計では電気メッキの研究をします。
時計のケースに 18～22 金（24 金が 100％）の金メッキ
をします。当時厚さ 5 ミクロンのメッキの技術はありま
せんでした。薄い金メッキなので、よくメッキが剥がれ
ると揶揄されました。まして当時日本では金の自由化
がされていませんでした。
金側時計は高価な時計ケースでした。
その時、私達が開発した金メッキ技術は、100 ミクロン
でも厚くメッキできました。特許を取得しています。
次に安価な金を求めて香港に工場を作ります。
当然、香港駐在を命じられます。26 歳の時でした。
2 年間、香港で技術移管の仕事をします。
11 階アパートの港の見える部屋で、1 人で作った夕食
を 1 人で食べる生活はとても寂しいものでした。
そこで、外食が多くなり、日本食が食べられる高級料
亭の金田中へ頻繁に通うようになりました。
携帯電話のない時代でしたので、1 か月に 1 度国際
電話のできる通信公社に行って日本の家族と話をす
るのですが、通話中に涙が止まらなかったのを昨日
のように覚えています。
当時香港ドルは 1 ドル 60 円位でした。（今は 20 円以
下） 円は少しずつ高くなっていきましたので、給料
（日本の 10 倍くらいもらっていた）を貰うたびに円に換
えていました。
その時に東京銀行の香港支店に勤務していた妻と会
います。
私は休日仲間とテニスをし
ていましたので、妻を誘っ
て一緒にテニスをします。
帰国する時に婚約指輪を
受け取ってもらいました。

研究所へ戻って、また新しい金メッキ技術ローズゴー
ルドメッキを開発します。金 80％、パラジウム 17％、銅
3％の含有率です。時計のケースだけでなく、特に眼
鏡には色がピッタリで耐食性に優れていて、福井県
鯖江の眼鏡メーカーと特許の契約をし、その後頻繁
に鯖江に出張します。
この仕事が終わるのに合わせ、テニスクラブを立ち上
げます。2 足のワラジが 10 年近く続きます。
38 歳の時、自分の仕事に責任を持つべく会社を退職
しますが、仕事としてはシチズン時計の技術屋の方が
今も好きです。
テニスクラブは、開設時コート面数 3 でスタート。5 年
後 5 面、更に 5 年後 8 面となり今に至っています。
来年開設 50 年を迎えます。
今、世界に通用する選手が誕生しそうです。
岡史帆という 15 歳の高校 1 年生です。4～5 月、トルコ
でグレード 4、グレード 3 で優勝しました。グレード 2 に
入れば世界ランキングに入ってきます。

私の遊び（趣味）
私は好奇心が強いので、色々なことにチャレンジしま
したが、何一つ一流になる趣味はありません。
今の仕事のテニスクラブも遊びから入りました。香港
では、休みになると日本人スタッフと一緒にテニスを
する日々でした。コートサイドでお昼を食べ、夜は家
族で赴任している家庭に、おもちゃを持って夕食をい
ただきに行きます。ほとんどが日本食（塩鮭、アジの
開き、納豆もある）でしたので、日本で食べた母の味
を思い出し、ついホロリとすることもありました。
日本に帰国してテニスクラブを経営するとは夢にも思
いませんでした。この時 28 歳、当時に今の妻と結婚し
ます。来年 50 年の節目となります。
私は生きた魚が好きで、今も夏は鮎、冬は海で鯵やワ
ラサを釣りに行きます。
ロータリーで知り合った中谷さ
んとは、6 月の解禁の鮎釣り
で盛り上がっています。魚好
きが高じて池を作り錦鯉が現
在 6 匹入っています。
ゴルフはなかなか上達せず、今は年に 2～3 回程で
す。
畑が沢山ありますので、今は趣味として農業を楽しん
でいます。毎日行って黙々と世話をすると、必ずおい
しい野菜が収穫できます。

母が 99 歳で「福寿の里」にお世話になっています。
とても元気で、施設関係者の方々にとても感謝してい
ます。
3 人の子供達もそれぞれの社会・家庭を確立しました。
孫は 6 人、一番上は大学 1 年生、一番下は 5 歳の女
の子で可愛い盛りです。
私もこのまま健康に留意し、ロータリーの仲間と触れ
合って意義のある人生を楽しみたいと願っています。

小林君

いつもの通り稲荷山公園を通って参り
ました。小さな子供達が幾組もきてい
て元気な姿をみせて頂きました。それ
からまだ青い松ぼっくりがみえてちょ
っとした感動を覚えました。会員卓話
くりはら会員ありがとうございます。
浜野君
本日の会員卓話、栗原パスト会長宜し
くお願い致します。楽しみに来ました。
パスト会長の時間、若松パスト会長宜
しくお願い致します。
寳積君
若松会員 パスト会長の時間、栗原会員
会員卓話。有意義な時間、楽しみにし
ております。
稲見君
栗原成実パスト会長、今日の卓話楽し
みにしていました。
小島君
パスト会長の時間 若松パスト会長、会
員卓話 栗原パスト会長、お話楽しみに
していました。
栗原君
本日はつたない卓話を担当します。ど
うぞごゆっくりお休み下さい！！
柴田君
栗原会員の「卓話」を楽しみにしてお
ります。宜しくお願いします。
清水(武)君パスト会長の時間、若松さん楽しみに
しています。栗原パスト会長の会員卓
話期待しています。
高田君
若松パスト会長、栗原パスト会長、卓
話たのしみです。よろしくお願いしま
す。
若松君
栗原パスト会長の卓話楽しみにしてま
した。宜しくお願いします。
渡邉君
「パスト会長の時間」若松パスト会長
よろしくお願い致します。
「会員卓話」
栗原パスト会長、本日の卓話を楽しみ
にしておりました。どうぞ宜しくお願
い致します。

◆ 次の例会 ◆
6 月 10 日（金）
菊田年度慰労会家族同伴夜間例会
場所：ニックス 時間：18：00 より
6 月 17 日（金）
第 2 副 SAA：沼﨑会員 大野会員
クラブ協議会（退任挨拶）

