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みなさんこんにちは
皆様のおかげで無事60周年記念の事業・式典を開催することができました。ありがとうございます。
式典を終え、私としましても会長職を仰せつかってから、やっと一息つける気分です。
それに加え、先週は見学例会、来週は海外訪問と、和歌山東ロータリークラブに入会させて頂いてか
らの楽しかった経験を、今年の事業の中に組み込ませて頂いています。私自身も楽しみながらさせて貰っ
ているのですがその為に3月の例会は変則的な日程になってしまいました。ご迷惑おかけしますが、皆
さんよろしくお願いします。
本日は IMPR に、和歌山ロータリークラブから垂井 IM 特別委員会委員長と森下委員が来られています。
来年、IM は我がクラブが開催する事業となりますのでみなさんご静聴の程、よろしくお願いします。

幹 事 報 告

加納

研次 副幹事

・当クラブ４月４日の例会は休会となります。
・和歌山市内９ロータリークラブインターシティミーティングのお知らせを皆さんにお配りしています
のでご出席よろしくお願いします。
・こばと学園だよりが届いております。… ………………………………………………………………… 回覧
・和歌山青年会議所よりＪＣニュースが届いております。… …………………………………………… 回覧

委 員 会 報 告
山本

進三 地区代表幹事

米山記念奨学委員会 古屋 光英 委員長

当クラブの「マイロータリー」への登
録率が皆さんのお陰で地区で一番になり
ました。
ありがとうございました。

今月で米山奨学生の王茹梦さんが最後
となります。3月23日（土）には地区で
米山奨学生修了式が行われますのでカウ
ンセラーとして出席してきます。

インターシティミーティングP.R.

お誕生日お祝い

和歌山ロータリークラブ
I.M.特別委員会委員長 垂井 一さん
委員 森下正紀さん

古屋 光英さん
（69才）

お誕生日のお祝いありが

2019年4月20日（土）午後1
時～4時 ホテルグランヴィア和
歌山にて開催します。
多数のご出席をよろしくお願い
いたします。

とうございました。これか
らも宜しくお願いします。

奥村 申二さん
（51才）
51才になりました。お誕生

日のお祝いもロータリー
だけとなりました。今後共
よろしくお願いします。

お め でとうござ います

米山奨学生 王 茹梦さんに
3月分の奨学金をお渡ししま
した。

2018年度
米山記念
奨学生
修了式
吉田会長、王さん、古屋カウンセラー
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卓話「小さなものを作る小さい町工場」

㈲嶋田精工

弊社は私を入れても現在8名で、売上も年商
1億程度の小さな会社でございます。
主にステンレスを材料とした、高精度な切削
加工をおこなっており、皆様に配布させて頂い
ている会社案内にも載せておりますが、CNC自
動複合旋盤と加工機を使用した加工を専門に
加工をさせて頂いております。
幼少のころから町工場に生まれ、毎日油にまみれて仕事をする
祖父、父、母をみて育ってきたわけで、今でこそ感謝しておりますが、
当時私は、こんなしんどそうな仕事絶対せん！などと思っておりました。
現場で仕事を続けておりましたが、11年前、60歳という若さで
父が他界し、後を継ぐ事となりました、代表になった当時、リーマ
ンショックのさなかでして、従業員の給料も経費も払えないような
状況でした。経営の事などほとんど解らないまま、何度も会社をた
たもうと考えておりました。そんな中父の残した保険金や、銀行の
手助けもあり、なんとか持ち直すことができ、現在に至っております。
弊社は非常に小さいものを製造しております。一番小さい物です
と、直径1㎜程度の製品から、大きなものでも手で十分掴めるサイ
ズです。ですが、世の中にある器具、機械、車、家電などの物も
全て、小さい部品から、様々な部品の集合体であります。この小
さいものづくりが社会、技術を支えているものと信じ、日々業務に
あたっております。
現在の会社でまだ職人として仕事に従事していた頃、今から13
年ほど前の事になりますが、和歌山商工会議所に青年部が発足さ
れました。その商工会議所青年部、略称 YEGと申しますが、父親
からの勧めもあり入会する事になりました。
当時私は、このような団体や、異業種交流など、あまり興味もなく、
なんとなく会に参加していたわけですが、発足してから2年目か3

代表取締役

田原
山本
山本

樫畑
武田

知記さん

年目ごろから委員会というのが立ち上がりました。その頃から会の
メンバーとの委員会活動や、懇親会などに積極的に参加し、だん
だんと楽しく、有意義な時間を過ごせるようになってきました。
2015年には副会長を仰せつかる事となりました。
この副会長時代には、おそらく私の YEG 活動のもっとも大きな
役割となるであろう、YEG の近畿ブロック大会がこの和歌山市で開
催される年でありました。
私は大会実行委員長として、大会の準備、運営、5つある部会
の取りまとめ、その他もろもろと、正直な所、仕事をほったらかし
て日々大会の準備に明け暮れていたのを覚えています。当時は生
活の中心が YEG 活動であったといっても過言ではないと思います。
ですがこの時に切磋琢磨したことは自分の考え方や人生を大きく
変えた瞬間だったのかもしれません。
そして無事近畿ブロック大会が終わり、2017年には和歌山商工
会議所青年部、会長としてYEG 活動の大舞台に立つこととなりまし
た。
ですが、やはり会長職というのは簡単な物ではなく、大きな大
会が終わり、燃え尽きかけているさなか、せっかく付いたメンバー
の火を消さないためにはどうしたらいいかと、思い悩んだ思い出
があります。また、新しい事にチャレンジしようと和歌山 YEG 始まっ
て以来の対外向け事業、和歌山城下町ロゲイニングを開催し、和
歌山市、および各所より、大変喜んでいただきました。そして和
歌山青年4団体をお招きし、5団体でのパネルディスカッションなど
も行いました。
そして2018年度を以って無事に会長職を終わらせて頂き、現在
は直前会長として、現役員の補佐的な立場をさせて頂いております。
またこの経験が、現在の会社経営にも大きく影響していると感じ
ております。

にこにこ箱
垂井
森下

嶋田

ありがとうございました

一さん （和歌山 R.C.I.M. 委員長）I.M. 宣伝させて頂きます。
正紀さん （和歌山 R.C.T.M. 委員）4月20日の I.M.よろしく
お願い申し上げます。
久一さん 嬉しい事がありました。4月1日より、自動車整
備士免許が取れる学校が認可されました。和歌
山県で私学で初めてです。
進三さん 嶋田くん 今日は卓話楽しみにしてます。当クラ
ブへのご入会もぜひご検討ください。
進三さん My Rotary 登録率75.6％ 地区でトップになりま
した。
皆様のご協力ありがとうございました。登録率
80％越えを目指してこれからもご協力よろしくお
願いします。
友洋さん 嶋田君、早々のご入会お待ちしております。
慎介さん 嶋田さん、本日の卓話よろしくお願いします。

佐藤
片岡

義記さん
聖佳さん

西岡
加納

崇さん
研次さん

加納

研次さん

北浦
吉田

康臣さん
篤生さん

嶋田君卓話ありがとう、宜しくお願いします。
嶋田様本日は卓話よろしくお願いします。東 RC
入会お待ちしております。
嶋田さん今日の卓話楽しみにしています。
嶋田さん、本日の卓話楽しみにしてます。よろし
くお願いいたします。
本日、副幹事が幹事代行をさせて頂きます。よ
ろしくお願いいたします。
卓話宜しくお願いします。
茹梦さん、勉強がんばって下さい。

（お誕生日お祝い）
古屋 光英さん お誕生日のお祝いを頂いて。
奥村 申二さん お誕生日のお祝いありがとうございます。
嶋田くん、卓話楽しみにしてます。

本日の累計…45,000円（計14名16件） 〔お誕生日お祝い…401,000円 皆出席表彰…30,000円 その他…1,161,803円 累計…1,592,803円〕

本日の例会 3月28日（木）18：30〜 於ダイワロイネットホテル和歌山4F
■お花見例会
■ピアノ演奏
Private Music（西村 由紀江）
二人で…（西村 由紀江）

中井

次回の例会

利枝さん

4月11日
（木）

■クラブフォーラム
「雑誌」

前回の例会

3月14日
（木）

■卓話「小さなものを作る小さい町工場」
㈲嶋田精工 代表取締役 嶋田
■ロータリーソング
「君が代」
「奉仕の理想」
■ビジター報告
和歌山 R.C. 垂井

加納

知記さん

研次 ソング委員

大室 貴一
一さん、森下正紀さん

親睦委員

■卓話
国際ロータリー第2640地区雑誌・公共イメージ委員長
豊岡 敬さん
創立／1959年2月23日
国際ロータリー第2640地区
和歌山東ロータリークラブ

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 41名（内出席規定適用免除会員9名）

事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
例会日 木曜日 12時30分
皆さん、出席してください。
出席報告
休会
会報・広報委員会／樫畑 加納
友洋 研次
竹村 出席委員
克治
西岡 崇 2月28日
玉置（メーキャップ後）
博康
3月14日（本 日）
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