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第2730例会	 平成 28 年 9 月 7 日（水）

点　鐘 松波 登 会長

スマイル体操 藁科 義弘 親睦委員

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
山川 哲史 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 山川 哲史 親睦委員長
妻鹿 琢生 様（戸川 俊雄 会員ゲスト）
米山記念奨学生　凌 飛 君

出席報告 洪 征治 出席委員長

会員数 58 名 出席 37 名 欠席 21 名
（対象外 5 名） 出席率 69.81%
前々回訂正 欠席 19 名 MAKE UP 6 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 81.82%

欠席者
朝山君 濱田君 生垣君 入来君 小林（政）君 
貝田君 小泉君 上山君 溝淵君 松山君 
峯岸君 松尾君 松下君 茂木君 三平君 
大部君 大塚君 重田君 佐久間君 色摩君 
横山君

奨学金の贈呈 凌 飛 君
松波会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行わ
れました。

お祝い 齊木 貴 親睦委員
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
星野 博 会員 三浦 善四郎 会員 藁科 義弘 会員 
入来 武久 会員 谷口 一成 会員 相良 久征 会員 
帯谷 昌充 会員
 ●結婚記念日
甲田 博康 会員 藁科 義弘 会員 川野 正久 会員 
重田 洋一 会員
 ●年間出席率 100%
岡本 徳彌 会員 大塚 正一 会員

会長報告 松波 登 会長
1. 「第 47 回 地域安全県民のつどい」に出席し、防犯

功労団体の表彰状を受け取って参りました。金一封
をいただきましたので、ニコニコに寄付いたします。

2. 川崎とどろき RC 創立 20 周年記念式典のご案内
日時：11 月 14 日（月）　点鐘 15：00
式場：新横浜国際ホテル マナーハウス

3. 小泉直前ガバナー補佐より「源流の会 in 川崎」開催のご案内
日時：10 月 15 日（土）　14：00 ～
会場：ホテル KSP　※ポスティング済

幹事報告 帯谷 昌充 副幹事
1. 地区からの来信

 • 2017-18 年度 ロータリー青少年交換学生募集の要項
とホストクラブ及びスポンサークラブに関する規約

 • 各クラブの社会奉仕活動状況をまとめた資料
※資料が必要な方は、事務局までお知らせください。

 • 米山月間（10 月）、ロータリー財団月間（11 月）
にあたり、クラブにて卓話を企画・実施依頼

 • 2016-17 年度 2590 地区米山学友会総会開催のご案内
日時：10 月 1 日（土）　18：30 ～
会場： ウィリング横浜 12 階
出席依頼： 会長、幹事、米山記念奨学委員長、カ

ウンセラー、地区関係者ほか
2. 9 月のロータリーレート　1 ドル＝ 102 円
3. 他クラブ例会臨時変更

●川崎中央 RC
9 月 26 日⇒ 28 日（水）　3RC 合同親睦夜間例会
川崎日航ホテル　点鐘 18：30

●川崎高津南 RC
10 月 10 日（月・祝）　休会

●川崎とどろき RC
10 月 10 日（月・祝）　休会
10 月 31 日（月）　休会

4. 他クラブ会報の回覧：川崎中原 RC

委員会報告
渡辺 伸一 前年度会計

 • 前年度収支報告



米山 元章 ロータリー財団委員長
 • 寄付のお願い

波木井 輝昭 米山記念奨学委員長
 • 寄付のお願い

谷口 一成 社会奉仕委員長
 •「赤い羽根共同募金」ご協力のお願い

武田 信平 会員
 • 第 6 回日本アンプティサッカー選手権大会
日時：10 月 1 日（土）・2 日（日）
会場： 富士通スタジアム川崎

入会卓話 藁科 義弘 会員
『サラリーマン人生の節
目で印象に残った言葉』
1980 年、富士通株式会社に
入社。配属は本社総務部で、
営業部門の経費管理をしてお
りました。上司も先輩も後輩

もどんどん異動するのに、私には異動の辞令がなく、当
時の社長から「お前は究極の便利屋。困ったときの藁
科だのみだな」と言われたが、褒められているのか、馬
鹿にされているのかわかりませんでした。
初めての転勤
36 歳の時、ついに青森に転勤。私のサラリーマン人生
のベースとなる地域との関わりは、ここからはじまり
ました。SE 子会社の社長からは「何かやらかして飛ば
されてきたのだろう」、取引先からは「どうせおめは本
気で青森で仕事ばする気はないのだべ」と言われました。
私は「冗談じゃない」と燃え、インターネットなどまっ
たく普及していない時代にプロバイダビジネスを立上
げ、「個人会員 1,000 人」獲得を富士通の中で最初に達
成することができました。
大阪→東京→再び大阪に
その後大阪で関西営業本部の総務課長、総務部長を歴任
しましたが、本社の汐留移転・蒲田ソリューションス
クエアの建築・川崎工場の再開発のため、2002 年、急
遽本社に。汐留移転と蒲田のリニューアルは無事完了
しましたが、業績悪化等から川崎工場再開発事業は見
送り。現時点でも更地のままです。
東京に移ってわずか 1 年半、再び大阪に異動。当時の
上司から「死ぬほど働け ! 死んでも働け！」「地域で仕
事をしようと思うなら、その地域の地理と歴史を頭に
叩き込め」「酒は飲め。死ぬほど飲め！死んでも飲め！」
と言われました。もう無茶苦茶ですが、善きも悪しき
もこの方から少なからずの影響を受けました。
またまた本社へ
本社総務部長への打診を私は拒否しました。上司からは

「サラリーマンの風上にもおけないヤツだ。望んでもな
れないポジションなのに、なろうとがんばっている人
の気持ちを考えろ！」と一喝されました。自分のこと
だけ考えていたことを強く恥じ、「喜んで行きます」と

心にもないことを言って東京に向かいました。
本社でリスクマネジメントの考えを導入、経営リスク
のすべてを体系化、全社の意識改革を図りました。
3 年後、営業へカムバック
カムバック時に起こったのが東日本大震災。社員の安
全確保とお客様の復興サポートを現地で采配しました。
本社の官僚的な指示の対応は後回しにし、現地現物主導
で対応しました。ここでリスクマネジメントとして確
立しておいたマニュアル等が役立ちました。現地のす
ばやい動きは、後日、社員のご家族、お客様、パートナー
様、いろいろな方から感謝されることになりました。
わずか 3 か月の明石工場長→富士通マーケティングへ
営業推進本部長として、営業制度改革、商品流通の仕
組み整備、人事制度の定着。6 か月後には、東日本営業
本部長として北海道・東北 6 県を駆け巡りました。
そして 8 か月後には再び東京に呼び戻され、BPR 推進
本部長として、会社の事業改革を行いました。改革の
総仕上げは品川新本社への移転。従業員 4,000 人の大
移転をわずか半年の短期間で実行しました。
これが評価され、「2015 年度日本経済新聞ニューオフィ
ス推進賞」を、富士通グループで初めて受賞すること
になりました。
そして川崎フロンターレへ
缶コーヒー「BOSS」の CM に、「この惑星には愛される
という勝ち方もある」というフレーズがありました。川
崎フロンターレは、愛されると言う勝ち方は築いてきた
のではと思います。これに加えて、今年こそタイトル
を獲って、本業での勝ちを目指したいと思います。今
後とも応援よろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 相良 久征 親睦委員
松波 登 会長、帯谷 昌充 副幹事

藁科会員、本日の入会卓話楽しみにしております。
松波 登 会長

「第 47 回 地域安全県民のつどい」にて、川崎北 RC が防
犯功労団体の表彰を受けました。記念品としていただいた
ものをニコニコへ入れされていただきます。

武田 信平 君
先月 27 日、J リーグ第 2 ステージ第 10 節が行われ、柏レイ
ソルと戦いました。コーナーキック、フリーキックなどから
何と 5 失点、3 対 5 で大敗しました。負けましたが、2 位の
浦和も負けたため、第 2 ステージ、年間順位ともに 1 位をキー
プしています。次節は 10 日、等々力で福岡と戦います。また、
3 日には天皇杯 2 回戦が行われ、秋田と対戦しました。前半
先制されましたが、後半 3 得点を上げ、3 対 1 で勝利しまし
た。3 回戦は 22 日です。みなさん、応援をよろしくお願い
いたします。

戸川 俊雄 君、川野 正久 君、朝山 浩 君、山川 哲史 君、
クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、齊木 貴 君

藁科さん、本日の入会卓話よろしくお願いします、楽しみ
にしています。戸川会員ゲスト 妻鹿さん、米山記念奨学生 
凌飛さん、ようこそ！


