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第2689例会	 平成 27 年 10 月 7 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 村山 輝忠 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
塩田 聡 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 齊木 貴 親睦委員
カバチュ・アレクサンドル君（米山奨学生）

出席報告 世良 俊昭 出席委員長

会員数 59 名 出席 42 名 欠席 17 名
（対象外 5 名） 出席率 77.78%
前々回訂正 欠席 18 名 MAKE UP 6 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 85.45%

欠席者
朝山君 花田君 濱田君 木村君 小林君 
貝田君 上山君 込田君 宮崎君 溝淵君 
茂木君 三平君 重田君 色摩君 渡辺（伸）君 
藁科君 山川君

奨学金の贈呈 カバチュ・アレクサンドル君
柳澤会長より、カ
バチュ・アレクサ
ンドル君に米山奨
学金の贈呈が行わ
れました。

会長報告 柳澤 信夫 会長
 ●理事会報告

1. 10 月・11 月のプログラム → 承認 
今後は理事会開催の時点では「未定」や「調整中」
ということの無いように委員会に善処してもらう。

10 月 7 日 理事会 会員お祝い 米山奨学金贈呈
会員卓話：松下 幸夫 会員

「私の生い立ち / 会社紹介」

14 日 米山月間卓話：RID2590 米山学友会 理事 
万 琳静樣（中国）

21 日 卓話：露木 雄二 地区戦略計画委員長
（横浜瀬谷 RC）「クラブ戦略計画について」

28 日 クラブフォーラム 社会奉仕委員会担当 /
小林 美和さん入会式

11 月 4 日 理事会 会員お祝い 米山奨学金贈呈
会員卓話：調整中

14 日 11 日（水）の例会を 14 日（土）に変更 
地区大会移動例会

18 日 R 財団月間卓話：地区ポール・ハリス・ソ
サエティ 山室 宗作様（神奈川 RC）

25 日 研修委員会担当例会 卓話：大塚 正一会員 
「ロータリーとライオンズ」

2. 2016 年 3 月 2 日・3 月 9 日の移動例会：柳澤会長より
 • 3 月 2 日（水）点鐘 12：30 
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

 • 3 月 9 日（水）点鐘 12：30 富士通ラウンジ
→両例会とも、クラブ負担金 4,000 円 /1 人以内で

開催することで、承認された。
3. 親睦委員会：クルーズ委員長より

 • 親睦移動例会の報告→観光組、ゴルフ組とも楽し
く 1 日を楽しみました。

 • 12 月 16 日（水）年忘れ家族会の件→内容を検討中。
10/29 日試食会。

4. 職業奉仕委員会：柾木委員長より
 • 職場訪問の実施計画→当初予定の 1 月 22 日、ミ
ツトヨ様訪問は難しくなった。日時を変更するか、
場所を変更するかを委員会で再検討する。

5. 社会奉仕委員会：柳澤会長及び関委員長より
 •「赤い羽根共同募金」の報告
フロンターレバッジ 70 個、動物バッジ 26 個、図
書カード 11 枚、QUO カード 34 枚、ポスター 7
枚 計 93,000 円

 • 4RC 協賛の防犯ネット寄贈の件
贈呈式 10 月 15 日（木）川崎中原 RC の例会にて
実施→社会奉仕委員が参加する。
中原区民祭での配布 10 月 18 日（日）11 時 10 分 
等々力緑地公園内 中央噴水広場集合　多数ご参加
いただきたい→会長、幹事、社会奉仕委員が参加



する。のぼり旗、タスキを用意。
6. 国際奉仕委員会：松山委員長より

 • 今年度のバヌアツ訪問
訪問予定日：2 月 10 日（水）～ 16 日（火）→日
程（7 日間、ニューカレドニア経由）を承認。旅程、
クラブ内及び近隣クラブへの案内はこれから検討。

 • 地区補助金事業 補助金金額：378,200 円入金 
（$1= ￥124）確認
 • 11 月 27 日の地区国際奉仕委員長会議にて、バヌ
アツの事例発表→松波会長エレクトが担当する。

7. 青少年奉仕委員会：洪委員長より 
毎月 IAC の例会は第二、第四金曜日の 13：40 から
です。

8. 細則改正案について（長期・戦略計画委員会）：提
案者（大塚会員）より
 • 持ち回り理事会について→細則に追記する。具体
的文面は長期・戦略委員会と検討する。

 • 若年層の会員入会時の優遇措置→引き続き検討課
題とする。

9. 東日本集中豪雨被災地への義援金協力依頼につい
て（地区より会員一人当たり 1,000 円程度）→本日

（10/7）の例会時に寄付を募る（結果：40,000 円
が集まりました）。

10. その他
 • 川野 正久会員叙勲のお祝いのお礼金：特別会計と
して 60 周年事業費に充当する。

 ●地区より、メジャードナー顕彰午餐会のご案内
日時：2015 年 12 月 2 日（水） 登録 10：00 ～ 
写真撮影 10：30 ～ 午餐会 12：00 ～ 14：00
場所：ホテルグランパシフィック LE DAIBA
※ 当日は、K.R. ラビンドラン RI 会長も出席され、写

真撮影が予定されております。
R 財団メジャードナー：岡本会員、川野会員、花田会
員、小澤会員
 ●川崎西 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会の招待状
日時：平成 27 年 12 月 18 日（金）14：30 ～ 
場所：ホテル KSP
※岡本 PG、川野 PG、会長・幹事宛
 ●㈱東京エンヂニアリング創業 40 周年記念祝賀会の招
待状
日時：平成 27 年 11 月 9 日（月）午後 6 時 30 分より
場所：横浜ベイシェラトンホテル & タワーズ
 ●新城鈴虫愛好会より、かわさき鈴虫祭りの礼状と収支決
算書が届いております。また、中原区民祭にてブースを
出店いたしますのでお立ちよりくださいとのことです。
 ●亡くなられた大山会員の奥様、節子様が事務局に来
訪されましてお手紙をいただきましたので、簡単に
ご紹介したいと思います。

「生前は、大変お世話になり有難うございました。恩
義ある方々に何の別れも告げずに旅立ちましたこと
をここにお詫び申し上げます。

本来ならば例会に出席致しまして直接御礼申し上げ
るべきところではございますが、書中を持ちまして
ここに厚く御礼申し上げます。
北ロータリークラブの皆様方に私どもの感謝の気持
ちを是非お伝え頂きたいと思います。
最後になりますが、皆様方の益々のご発展をお祈り
申し上げます。」

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信

① クラブ雑誌委員長会議開催のご案内
日時：2015 年 11 月 5 日（木）15：00 ～ 17：00
場所：メモワールプラザソシア 21

② 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティディナーパー
ティについて 再度のご案内
日時：10 月 26 日（月）18：00 ～
場所：横浜ロイヤルパークホテル
※ 参加ご希望の方は事務局までお知らせください。

③  IAC・RAC 提唱クラブ及び YE 来日学生ホストク
ラブ会長宛に、地区大会本会議・青少年コーナー
への登壇依頼
日時：11 月 14 日（土） 14：35 ～
場所： パシフィコ横浜会議センター 3 階 青少年

交換会会場に集合
※柳澤会長、よろしくお願いいたします。

④ 第 49 回 神 奈 川 県 ロ ー タ リ ア ン 親 睦 テ ニ ス 会 
（上野杯）のご案内
日時：11 月 10 日（火）9：30 集合
会場：湘南ローンテニスクラブ

2. 平成 27 年度第 14 回「世界平和祈りの集い」のご
案内（回覧）
日時：10 月 24 日（土）9：00 ～ 13：00
会場：川崎大師平間寺 信徒会館

3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎大師 RC

10 月 14 日（水）職場訪問：南本牧埠頭
移動例会：横浜ロイヤルパークホテル 68F「皇苑」

●川崎とどろき RC
10 月 19 日（月）夜間移動例会
日本料理「まつお」 点鐘 18：00

●新川崎 RC
10 月 21 日（水）職場訪問：羽田クロノゲート
移動例会：川崎ダイス「煌蘭」 点鐘 17：30
11 月 11 日⇒ 14 日（土）地区大会参加 移動例会

●川崎麻生 RC
10 月 23 日（金）職場訪問移動例会 横田基地
10：00 ～ 13：00
10 月 30 日（金）休会
11 月 13 日⇒13 日（金）・14 日（土）地区大会へ振替

●川崎中央 RC
10 月 26 日（月）例会後、職場訪問 靖国神社



●川崎 RC
10 月 29 日（木）休会

4. 他クラブ会報の回覧：新川崎 RC、川崎中原 RC

委員会報告
横山 芳春 会員（ゴルフ同好会）

・第 1 回 柳澤会長杯 結果報告
優勝：柳澤 信夫 会長
準優勝：小澤 秀昭 会員
第 3 位：岡本 徳彌 会員

・第 2 回 柳澤会長杯兼米山会長杯取り切り戦
開催日：11 月 12 日（木）（9：01 より 6 組）
会場：姉ヶ崎カントリー倶楽部東コース

クルーズ 由美子 親睦委員長
・親睦移動例会 報告

先日の移動例会は、天気にも恵まれ、皆様のご協力
により、無事終了いたしました。

・年忘れ家族会について
皆様には必ず出席していただきたいと思っておりま
す。何卒よろしくお願いします。

関 孝篤 社会奉仕委員長
・赤い羽根共同募金の報告

フロンターレバッジ 70 個、動物バッジ 26 個、図書
カード 11 枚、QUO カード 34 枚、ポスター 7 枚、計
93,000円集まりました。ご協力ありがとうございます。

松山 直樹 国際奉仕委員長
・バヌアツの国際奉仕訪問

日時：2015 年 2 月 10 日～ 16 日
詳細は後日。皆様の参加をお待ちしております。

今月のクラーク記念国際高校 横浜青葉 IAC 例会
日時：10 月 9 日（金）・23 日（金）13：40 ～
会場：校舎内

会員お祝い クルーズ 由美子 親睦委員長
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
吉岡 憲士 会員 松尾 正 会員 若林 潤 会員 
川野 正久 会員 松波 登 会員 峯岸 雅宏 会員 
松下 幸夫 会員 山川 哲史 会員
 ●ご夫人誕生日
小澤 桂子 様 洪 貴子 様 小林 町子 様 
大塚 広江 様 花田 美莉 様
 ●結婚記念日
木村 辰雄 会員 戸川 俊雄 会員 大部 哲也 会員 

三平 憲志 会員 洪 征治 会員 込田 一男 会員 
齊木 貴 会員 米山 元章 会員
 ●入会記念日
吉岡 憲士 会員 甲田 博康 会員 星野 博 会員 
川野 正久 会員 柳澤 信夫 会員 佐久間 馨 会員 
朝山 浩 会員 クルーズ 由美子 会員

卓話 松下 幸夫 会員

「私の生い立ち / 会社紹介」
生誕から大学卒業まで
私の生い立ちと会社紹介をいたします。昭和 47 年、第
四子次男として、川崎市で生まれました。小学校では
友達に推されて生徒会長になったこともあります。
中学校では水泳部に入るも、1 年の夏で退部してしまい
ました。高校は桐蔭学園理数科に進学、大学は二浪し
て横浜国立大学経済学部へ進みました。テニスサーク
ルに入りたかったが断られ、SF 研という実態はギャン
ブルサークルに所属しました。勉強はあまりしません
でしたが、なんとか 4 年間で卒業できました。
日立精工（現ビアメカニクス）に入社
1997 年日立精工（現ビアメカニクス）に入社。経理課
に配属され、4 年 3 カ月勤務しました。私は入社当時、
初々しさがあまりなく、生意気だったことから少し年上
の先輩からいじめられました。その先輩をリードするま
でやめないと誓い、4 年目の途中から、10 年戦士を追
い抜いて、予算編成の中心になるほどがんばりました。
経理は机の上でする仕事のイメージが強いと思います
が、当時の経理部長から、『現場の人達が経理まで陳情
に来ることは難しいから、むしろ自分から現場に行き、
現場の人達が何を求めているのか、感じてこい』と教
わりました。それから私は頻繁に現場に通い、その経
験から現場って大切だなと学びました。
後継者擁立の必要性
日立精工の中で将来役員に、その先まで行くんだと考
えておりましたが、2000 年の夏、父親から私か兄のど
ちらかが父の経営する日本システム研究所に入社する
ようにいわれました。
もちろん大本命は兄で、父親も兄に対して会社のこと
について以前から教育をしていたのですが、兄は当時
東京工業大学で助手をしていて、兼業は難しいという
ことで、私が会社の財務担当として入社することにな
りました。



日本システム研究所について
当社は、コンピュータを用いた各種センサシステムの

（受託）開発・設計・製造・販売する会社です。創業者
は父の松下 昭です。父は発明家であり、東光株式会社
の研究所時代（1960 ～ 70 年代）に当時は世界最小の
高密度記憶素子だった「ワイヤメモリ」を開発。1985
年には「非接触信号伝送器」（IC カードなどに利用可能）
を開発しております。
お陰さまで創業から 40 年以上、事業を続けることがで
きておりますが、バブル崩壊後は借金返済すべく受託
開発という名の「製造」に特化する時期もありました。
2001 年 5 月入社時の私の目標は、安心して自社開発を
再開できる企業にするために金融機関が喜んで貸した
くなる会社決算書にすることでした。特許製品などの粗
利が高い商品に特化して、借金を返そうと考えました。
2004 年には肌診断機の新規開発案件を受注し、2005
年 12 月に完全無借金経営となりました。
ソニーと JR 東日本を相手に、訴訟を提訴
非接触 IC カードフェリカ（FeliCa）の技術は、父が開
発した「非接触信号伝送器」の技術を使っているのでは
ないかと、ソニーの出井社長へ技術確認を希望するも拒
否されました。21 世紀構想研究会に『個人発明家が報
われる世界にならなければならない』と背中を押され、
ソニーと JR 東日本を相手に訴訟をしました。結果は敗
訴となりましたが、多くの方に応援いただきました。
社長へ就任
実は私が日本システム研究所の代表を継ぐことになっ
たのは、この訴訟に大きく関係があります。訴訟人は
個人名：松下 昭、法人名：日本システム研究所の連名
でした。場合によっては、取引先に迷惑がかかると考
えたので、日本システム研究所の代表を変わったほう
がいいのではと提案し、私が会社の代表となりました。
就任後、川崎北 RC に参加して職業奉仕の考え方など、
いろいろと勉強しています。その他にも社長が集まる
会に参加し、意見を交換して自己研鑚に励んでいます。
ときには『君は、社長の「器」じゃないんじゃないの？』
といわれることもありますが、自分という「器」を育
てる努力を続けています。
日本システム研究所の今後について
日本システム研究所が目指すところは、「自立化」です。
中小企業であっても、自分たちの足でマーケティング
して、サービスをつくっていくことが必要だと考えて
います。また、自社にとっても、お客様にとっても、「付
加価値の高いサービスを提供すること」が大事だと思
います。
昨年、新規事業として肌診断システムを提供する㈱エ
スキューを創業しました。もう一つ新規事業として、

「Discharge Sound Receiver」（放電音検出装置）を開発
し、これがアベノミクスの「新たな産業創出」に合致
し、2015 年 3 月の経産省への答申に弊社開発中の技術
が採用候補になりました。最後に、甘やかされて育っ

た自分にも長所があるんだと、今後も好きなことをやっ
ていこうと思います。経営者として大切なのは自分が
何屋さんであるかを発信すること・製品やサービスを
通して信用を得ること・RC などに参加して交友関係を
つくること・そろばんを弾いて仕事を行うことと思っ
ております。以上です、ありがとうございました。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事

先日の移動例会は天候に恵まれ、ゴルフも観光も大いに楽し
めました。これからも本格的な秋の例会を楽しみましょう。

柳澤 信夫 会長
今年度第 1 回ゴルフコンペではからずも優勝いたしまし
た。天候、メンバー、コースに恵まれた賜物と、皆様に感
謝しております。

岡本 徳彌 君
前回のゴルフ会で 3 位に入賞しました。

市川 清 君
移動例会、盛会おめでとうございます。お天気でよかった
ですね！

星野 博 君
移動例会に行かれず申し訳ありません。

川野 正久 君
9 月 27 日の叙勲祝賀会に多数の皆様にご出席いただきま
してありがとうございました。今後とも一層クラブの発展
に努める所存です。よろしくお願いいたします。

生垣 繁 君
先日の移動例会のゴルフ、3 年ぶりで、最後にしようと思っ
ていきましたが、メンバーに恵まれ気持ちの良いゴルフが
できましたので、健康の続く限りやりたいと思いますので、
よろしくお願い申し上げます。

小澤 秀昭 君
第 1 回柳澤会長杯では柳澤会長、佐久間幹事、生垣さんと
パートナーに恵まれ準優勝をいただきました。また、柳澤
会長には数日後の地区大会ゴルフではカートなしでの歩い
てのプレー、感服しました。

小澤 秀昭 君、松波 登 君、横山 芳春 君、大塚 正一 君、
帯谷 昌充 君、松尾 正 君、相良 久征 君、 
クルーズ 由美子 君、塩田 聡 君

松下会員、卓話ピシッと決めてください。ユーモアのある
楽しい話を期待しております。話しながら寝ないでネ！

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君（親睦委員会）
先週の移動例会お疲れ様でした。皆様のご協力で無事行う
ことができました。ありがとうございました。

戸川 俊雄 君、洪 征冶 君、クルーズ 由美子 君
花田さん、先日はありがとうございました。

松下 幸夫 君
親睦委員会の皆様、お疲れ様です。ありがとうございます。

松下 幸夫 君
頑張ります！

入来 武久 君
11 月 1 日の新極真空手世界大会、応援観戦よろしくお願
いいたします。

親睦移動例会参加者一同
皆様お疲れ様でした。


