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鐘 永嶌 嘉嗣会長
Ｒ ソ ン グ 手に手つないで
新 入 会 員 芝﨑
均
（千葉信用金庫 君津支店長）
四 つのテスト 武田富士子会員
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前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
西日本では豪雨により大変な災害が出ているよう
です。死亡された方も多く、未だ行方不明の方もい
ます。皆様の知り合いの方にはいらっしゃいません
でしょうか？地下鉄サリン事件の時もそうですが、
因果応報というのではなく何の罪もない人が多く被
害を受けるようなことが起きたとき人間としてかけ
る言葉がありません。一日も早い復旧を願っており
ますが、連日の猛暑でそれもままならないようで
す。今、災害とか気象予報というとき過去の経験か
ら予測を立てていることが多いようです。それでよ
いのでしょうか？我々はすでにうすうす最近起きる
自然現象が過去に経験したことのないようなもので
あることを知っています。災害を未然に防ぐには小
さな川も氾濫する可能性がある事、土砂災害の発生
する地域が広範囲にわたることなどを含めて都市計
画を考え直す必要があると思います。漫然と大きな
川の流域に都市を建設し、それを守るためにいろい
ろな整備を重ねることはもうあまり意味がないこと
を知るべきです。ですがそういった都市計画はそう
すぐにできるものではありません。今できることは
なにか、今回の豪雨では気象庁はかなり前から多く
の降水量を予測していました。雨が降り始める前、
或いは降りはじめたすぐ後に被害が予想される地域
の人々に対して、車に積めるだけのものを積んであ
らかじめ高台に避難するように指導することはでき
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なかったのでしょうか。そうしていれば被害はかな
り小さくできたと思います。今回の被害の大きさ
は、今回のような災害に対して何らかの対応を行政
がするべき時が来たことを意味しているのではない
かと思います。予想困難な大地震のような災害では
なかったのです。先日我が家でもそのような時に家
の何を車に積んで持ち出すか、女房と話し合いまし
た。皆様も家族で話し合っておくことは無駄ではな
いと思います。
報
告
１．７月24日（火）第５グループ会長・幹事会が
ホテル千成で開催されました。吉野ガバナー補
佐、廣田グループ幹事、岡野幹事と私（永嶌会
長）が出席しました。お疲れ様でした。後程、岡
野幹事より報告をお願いします。
２．８月22日のガバナー公式訪問について報告し
ます。本年度は、橋岡ガバナーの方針に沿って開
催致します。クラブ協議会では、社会奉仕委員
会、国際奉仕委員会、職業奉仕委員会、青少年奉
仕委員会の各委員長より活動計画について発表し
て頂きます。宜しくお願い致します。
なお、当日委員長が出席出来ない場合は、代理
の方の発表をお願い致します。
３．国際ロータリー第2790地区2018－19年度 橋岡
ガバナーより委嘱状が届いております
地区諮問委員会委員 秋元秀夫会員
幹

事

報

告

岡野 祐幹事
１．７月24日（火）に開催された、第５グループ
会長・幹事会の報告を致します。
＜第５グループ情報研修会の日程＞
日 時：平成30年10月20日（土）13時30分
受付：14時開始
場 所：ホテル千成
参加対象者：入会年度の浅い会員だけでなく全
員対象入会歴・年代層に拘りなく
参加を
テーマ：わかりやすいロータリー
２．来週の８月６日（月）例会前、11時30分より
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第２回定例理事会が開催されます。理事、役員の
方は出席よろしくお願い致します。また、次回例
会はクラブ協議会となっております。各委員長よ
り上期活動計画の発表をお願い致します。
なお、委員長が欠席の場合は、代理の方より発
表頂きますようお願い致します。
３．甲府東ＲＣの創立30周年記念例会、開催日変
更のお知らせ。
変更前：３月16日（土）
変更後：５月25日（土）
ご都合を調整して頂き、沢山のご参加をお願い
致します。
４．＊ガバナー事務所およびガバナーエレクト事務
所夏季休暇について
８月11日（土）～19日（日）まで
＊君津ＲＣ事務局の夏季休暇もガバナー事務所
に準ずる
但し、８月17日（金）のみ通常出勤（ガ
バナー公式訪問準備のため）
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
３．第52回インターアクト年次大会の案内
〈配布物〉
１．例会プログラム
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や強いようです。
・飲み会の際は、娘さんが片道26㎞の道程を迎え
に来てくれます。
・金庫勤務の傍ら農業にも従事し、以前は田圃２町
歩、現在は６反を耕作しています。その為、毎年
の夏休みの大半は稲刈りで終わってしまいます。
・地元自治会等の役職も多く任されています。
◎職歴
・昭和61年4月：木更津信用金庫入庫
・営業店勤務後、中小企業大学校へ派遣され中小企
業診断士を取得
・千葉信用金庫との合併後、
平成22年８月、大佐和支店長（富津市）以降、
営業統括部副部長、白旗支店長（千葉市）、千葉
駅北口支店長（千葉市）、八幡支店長（市原市）
平成30年６月、君津支店長
信用金庫に勤務し32年、初めての地元君津市の
店舗に勤務となる。現在勤務の君津支店職員は22
名、何回も一緒に働いた職員も多く地元という事で
安心感があります。
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永嶌嘉嗣会長
岡野 祐幹事

芝﨑均会員入会式

推薦者
入会者

秋元秀夫会員
芝﨑 均会員

プ ロ グ ラ ム
会員卓話「会社のお話」

氏
名：芝﨑 均（しばさき ひとし）
生年月日：昭和38年１月１日（元旦生まれ）
家族構成：母、妻 子供２人（長男は就職し現在別
居、長女は同居）
地元の久留里小・中→高校→都内の大学卒業後、長
男であった為、地元企業である木更津信用金庫に就職
◎家族は円満です。
・奥さんも働いており、家庭での立場は奥さんがや

谷口弘志会員
皆さん、あらためましてこ
んにちは！
本日、会員卓話の時間をい
ただき誠にありがとうござい
ます。先週の例会時にご指示
をいただきましたので、準備
の時間があまりなく、卓話
テーマとしては先週の大森会
員の卓話を真似て、「会社の
お話」＋αということで準備をさせて頂きました。
会社の概要紹介は、会社カタログの説明が中心と

なりますので、＋αとしましては、北九州市の名所を
紹介させて頂くことにしました。北九州は出身地で
はないのですが、長年に亘り住いを設けている地域
です。何卒、ご清聴の程、よろしくお願い致します。
【会社紹介】について
・最初のスライドは、会員卓話の目次で記載の通り
に説明を進めます。
・３枚目のスライドは、日鉄住金テックスエンジ㈱
の主な沿革です。母体の旧太平工業㈱、㈱日鉄エ
レックスの創立時期を示し、その両社が平成25
年に統合して日鉄住金テックスエンジ㈱が誕生し
ました。その後、平成26年には新日鐵住金㈱グ
ループの関連事業会社との統合を行いました（８
社統合）
。
そして平成27年には、新日鐵住金㈱100%出資の完
全子会社となり、東証１部上場を廃止しました。
・４枚目のスライドは、社長の挨拶と会社の基本理
念の説明です。
・５枚目のスライドは、会社概要としての基本デー
タ、本年度の運営方針スローガンです。
資本金は約50億年、売上高は約3,000億円、そし
て従業員は11,399名（本年3月時点）
。
・６～10枚目のスライドは、弊社が保有する３つ
の力、即ち現場力、総合力、複合力がどのような
ものかを示し、そして３つの力の関連性とシナ
ジー効果の意味合いを説明しているシートです。
・11枚目のスライドは、各事業（部）と支店との
関係を示しています。
・12～13枚目のスライドは新日鐵住金㈱の操業を
代替する機能で、弊社生産事業部の内容ですの
で、今回は説明は割愛します。
・14枚目のスライドは機械事業の説明で、製鉄大
型機械据付、環境プラント機械据付、各種産業機
械の設計・製作が主要な事業となっております。
因みに、代表的な事例として原料搬送用スタッ
カーを自前で製作（機電複合）して客先に納入し
ました。
・15枚目のスライドは機械事業の範疇に入ります
が、産業プラント分野の商品紹介となっており、弊
社内ではロボティックス事業部が担っております。
テーラードブランク製造設備、鋼板塗装用ロール
コーター、スリッターライン用自動刃替装置など
が代表的な商品です。
・16枚目からは電計・システム事業の説明で、ま
ず最初は制御システムエンジニアリングの紹介で
す。この分野で弊社は、ライン駆動制御・設備自
動化、プロセス計装制御、省力化・省エネ制御な
どのシステム設計と実装を得意としています。特
に脱重電・脱メーカーの取り組みとして汎用制御

機器を使ったシステム構築が特徴です。
・17枚目のスライドは、システムソリューション
分野の説明で、工場全体での生産管理、或いはＭ
ＥＳと呼ばれている製造実行システムなど、生産
統括管理系システムのソフトウェア開発が中心と
なります。
・18枚目は、電計・システム事業分野で活用され
る計測センサー（速度計、測長計、水分計）の商
品開発、並びに長年培って来た設備診断ソリュー
ションの説明です。
・19枚目のスライドは、電気計装分野の工事、整
備に関する事業説明で、製鉄プラント電気計装設
備工事、受配電・変電設備工事、駆動モーター等
駆動系設備工事、その他電気計装設備工事全般で
す。特に整備分野の一つである、電動機整備につ
いては、南は大分から北は室蘭まで国内屈指の体
制を整備しており、国内で弊社に比肩できる会社
は見当たらないと思われます。
・20枚目は、建設事業の中の一分野である土木関
係の事業内容です。プラント土木、道路・軌条、
一般土木等々が主な内容となっています。
・21枚目のスライドは建築分野の事業内容です
が、特に君津支店にとっての最近のトピックス
は、既設建屋の耐震対策とスチールハウスの建設
です。後者は、大和田地区の尞や社宅の更新、か
ずさみどりのもり保育園の建築でＮＳスーパーフ
レーム工法を大々的に推進しています（スライド
22枚目を参照）
。
・23枚目のスライドは活性炭の製造販売、24枚目
は建築廃材のリサイクル製品を製造しているパー
ティクルボードの事業説明です。両製造事業は、
副生産物の再資源化や廃材の再生利用というリサ
イクル事業の代表的なものとなっています。
【北九州の名所紹介】
・スライドの26枚目は、門司港駅。
九州鉄道の北端の起点の駅（1891年開設）
。1988
年に鉄道の駅舎として初めて国の重要文化財に指
定され、欧州の駅舎を模したネオ・ルネサンス様
式の木造２階建てです。
現在、1914年の創建当時の姿に「復元」中で、
来年３月にグランドオープン予定となっていま
す。観光スポットとしての“門司港レトロ”を構成
する施設の中心的な存在です。
・スライドの27枚目は、旧門司三井倶楽部。
国の重要文化財で、三井物産門司支店の社交クラ
ブとして建築されました。
昭和になって国鉄の所有時代には「門鉄会館」
として利用され、“門司港レトロ”を代表する建物
で、明治・大正期に建設された旧大阪商船門司支

店、九州鉄道記念館、旧門司税関などと観光資源
を構成しています。
本館は木造２階建てで、アインシュタインが
1922年（大正11年）に宿泊した２階の部屋が、
当時の状態で「アインシュタインメモリアルルー
ム」として展示されています。また、門司区小森
江が出生地とされる林芙美子にちなみ、林芙美子
資料室（２階）があります。１階はレストラン
「三井倶楽部」として現在も利用されています。
・スライドの28枚目は、小倉城。
慶長7年（1602）細川忠興が築城し、細川氏が熊
本に転封後は、姻戚関係の小笠原家が入城しまし
た。当時は「唐造り」とよばれ、四階と五階の間
に屋根のひさしがなく、五階が四階よりも大きく
なっているのが特徴で、全国唯一の珍しいもので
した。
現在の城は、1959年に在りし日の名城を再建し
たものです。
・スライドの29枚目は、北九州市立美術館。
建築の設計者は大分出身の著名な建築家、磯崎新
です。磯崎はカテドラル（聖堂）をイメージして
設計したとのことで、本館はグリッドを基調にし
たデザインで、ファサードから二本の筒が飛び出
し、左右に比翼が伸びたユニークな形をしており
ます。
「丘の上の双眼鏡」の愛称で呼ばれ、『デスノー
ト』の美術館のシーン、『図書館戦争』のロケ地
として映画に登場したことがあります。
・スライドの30枚目は、旧松本邸。
日本の実業家で松本健次郎（安川家：安川敬一郎
の二男）がかつて暮らしていた住宅です。森の中
に静かに立つ歴史的建造物として、1982年「国
指定重要文化財」に指定されました。洋館･日本
館ともに木造の二階建てで、洋館の設計は東京駅
や日本銀行を設計した辰野金吾です。日本のアー
ル・ヌーボー様式の初期の代表的な建物で、美し
い曲線のデザインが目立ちます。現在は、西日本
工業倶楽部の倶楽部館として使用され、結婚披露
宴、会食・宴会に予約が可能となっています。
・スライドの31枚目は、若戸大橋。
洞海湾に架かる赤い躯体の長さ627mの吊り橋で
す。北九州市の戸畑・若松両区を結ぶシンボル的
存在で、1962年の開通当時は東洋一の長さを誇
り、日本の長大吊り橋の先駆けです。毎年７月に
開催する「くきのうみ花火の祭典」では、若戸大
橋に花火を仕掛ける「ナイアガラの滝」が名物と
なっており、洞海湾に降り注ぐ光のシャワーは息
をのむ美しさです。1973年に下関と門司を結ぶ
関門大橋（1,068ｍ）が建設されると、東洋一の
地位を譲り渡すことになりました。

・スライドの32枚目は、東田第一高炉跡。
1897年６月、八幡村に「官営製鐵所」が開庁し
た後、1901年に建設された高炉です。1901年２
月５日に東田第一高炉への火入れ、同年11月18
日に作業開始式が行われました。現存の東田第
一高炉は第10次改修高炉であり、公称能力900ト
ンを誇る日本最初の高圧高炉として建設され、
1962年８月の火入れから1972年１月の吹き卸し
まで操業しているものです（北九州市発行の世界
遺産パンフレットより）
。
・スライドの33枚目からは「明治日本の産業革命遺
産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」に指定された
施設で、まずは官営八幡製鐵所の旧本事務所です。
官営八幡製鐵所創業２年前の1899年に竣工した
初代の本事務所で、中央にドームを持つ左右対称
形の赤煉瓦建造物で、長官室や技監室、外国人顧
問技師室などが設置されていました（北九州市発
行の世界遺産パンフレットより）
。
製鐵所に隣接した場所に旧本事務所を眺望できる
スペースが最近つくられました。
・スライドの34枚目は、官営八幡製鐵所の修繕工場。
1900年に製鐵所で使用する機械の修繕、部材の
製作加工等を行う目的で、ドイツのグーテホフヌ
ンクスヒュッテ(G.H.H)社の設計と鋼材を用いて
建設された、現存する国内最古の鉄骨建造物です
（北九州市発行の世界遺産パンフレットより）
。
鋼材に(G.H.H)の刻印がされており、私も現物を
見たことがあります。最近まで、弊社、山九㈱
殿、㈱高田工業殿のメンテナンス部隊が作業場と
して活用しておりました。
・スライドの35枚目は、官営八幡製鐵所の旧鍛冶
工場。
1900年に、製鐵所建設に必要な鍛造品の製造を
行う目的で、修繕工場と同様、ドイツのG.H.H社
の設計と鋼材を用いて建設された建造物です（北
九州市発行の世界遺産パンフレットより）。製鐵
所の拡張にともなって増築・移転された後は、製
品試験所として使用された様ですが、今は倉庫と
なっています。
・スライドの36枚目は、遠賀川水源地ポンプ室。
官営八幡製鐵所第一期拡張工事に伴い工業用水を
確保するため、1910年に遠賀川の河口から10km
の場所に建設された取水・送水施設です。現在も
八幡製鐵所の生産に必要な約７割の工業用水を送
水している稼働施設となっています（北九州市発
行の世界遺産パンフレットより）
。
以上、北九州市の名所について説明して来ました
が、是非、九州観光の際には機会を見つけて紹介し
た場所を訪ねて見て下さい。又、説明の中で映画の

ロケで使用された施設がありましたが、北九州市は
“北九州フィルム・コミッション”（映画やTVドラ
マの撮影を全面的にサポートする非営利組織）の活
動を通して、映画撮影のロケを誘致しており、これ
までもいくつもの映画の撮影支援を行っています。
これまでの代表作は、映画「MOZU」、NHK土曜
ドラマ「逃げる女」、映画「S－最後の警官－」、
映画「寄生獣完結編」、ドラマ「福岡恋愛白書10」
などです。
ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
谷口さん、卓話ありがとうございま
した。芝﨑さん、一緒にロータリー
活動を楽しみましょう。
岡野
祐
芝﨑さん、ご入会おめでとうござい
ます。これからよろしくお願い致し
ます。
秋元 秀夫
今日、入会されました芝﨑均会員。
私同様よろしくお願いいたします。
本日、お誕生日プレゼントいただき
ました。ありがとうございます。
隈元 雅博
富津の花火大会中止残念ですが、来
年を期待しています。暑い日が続き
ますが、皆様どうかご自愛くださ
い。これからもロータリー活動を頑
張ります。
内山貴美子
芝﨑様、入会おめでとうございま
す。心配された台風も大したことも
なくて良かったです。
又、これからもロータリー活動頑張
りましょう。
芝﨑
均
この度、君津ロータリークラブに入
会させていただきありがとうござい
ます。
釼持 純一
芝﨑会員、君津ロータリーにようこそ。
久々の出席で大当りありがとうござ
います。
前田
亮
ごぶさたしております。何かとスケジュー
ルが重なり…せめてもの罪ほろぼしとし
て￥2,000 入れておきます（笑）
倉繁
裕
猛暑に加えて、週末の台風12号、大
きくフックして逆走する等、異常気
象が続いています。“異常”を捉えて
準備を計画的に進めていかねばなり
ませんね。
西山
肇
芝﨑様、これから宜しくお願いします。
谷口様、卓話ありがとうございました。
また暑くなりそうですね。熱中症に
気をつけます。
早見 秀一
芝﨑新会員、入会誠におめでとうご

福田
大住

順也
昌弘

吉田

雅彦

鈴木

荘一

小川

哲也

谷口

弘志

大浦

芳弘

時下

俊一

大森

俊介

秋元

政寛

ざいます。共にロータリー活動を盛
上げましょう。
谷口会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいます。
芝﨑会員、入会おめでとうございます。
都市対抗野球で、かずさマジックが
僅差で敗れた相手、大阪ガスが優勝
してしまいましたね。もしかしてあ
の時勝っていれば…は考えすぎです
かね。
先週ロータリーの友でご紹介した
「満州国演義」を読み始めましたが
なかなか面白いです。お勧めです。
芝﨑様、どうぞ宜しくお願い申し上
げます。
先日の台風で被害のあった方はい
らっしゃいましたか⁉無いのが一番
ですが、日々の日常が当たり前では
ないと実感をし、備えていきたいと
思います。
暑い日が続きます。皆さん、お体ご
自愛の上お過ごし下さい。
芝﨑様、君津ＲＣへの入会おめでと
うございます。楽しくやりましょう。
会員卓話の時間を頂きありがとうご
ざいます。今回は時間的な余裕が無
くて、会社ＰＲが中心となりました
が、ご容赦ください。次回は興味を
引く話題を取り上げたいと思います。
各会員の皆様の関係では、台風は大
丈夫だったでしょうか。台風一過で
ハンパない暑さがもどってきまし
た。熱中症対策徹底しましょう。
逆方向へ向かう台風は思わぬ災害を
生じさせている様です。今週後半、
九州西岸へ出張予定ですので、この
まま居座るのではないかと気をもん
でいます。
芝﨑様の入会を心より歓迎します。
谷口様、卓話ありがとうございました。
芝﨑様、これから宜しくお願いしま
す。８月も花を枯らさない様、水ま
き頑張ります。
谷口会員、卓話ありがとうござい
ました。
芝﨑会員、これからよろしくお願い
します。
先日、広島に行きました。豪雨災害
の影響がまだありました。今日の台
風では大きな被害がなく少しホッと
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武田富士子

内山

雅博

内藤

智介

しました。
台風が接近しましたが、お陰様でお
客様や社員のところは無事で良かっ
たです。これからも事前の準備をしっ
かりと行っていきたいと思います。
芝﨑会員、入会おめでとうございま
す。これからも宜しくお願いします。
台風は過ぎましたが、まだまだ暑い
日が続きそうですね。暑さに負けず
がんばります！
谷口さん、急なお願いにも関わらず貴
重な卓話、ありがとうございました。
花壇の水撒き用のホース掛けを社員
に作るように指示をしたところ、ス
テンレスのピカピカ高級品が出来て
ました。大事に使って、毎回参加で
きる様、水撒きがんばります。
先日の席替抽選に当りました。あり
がとうございます。はじめてだった
ので、とてもうれしかったです。
君津は良いところですね。台風など
の大きな災害もなく通り過ぎてくれ
ました。でも暑いですよね。体調管
理しっかりやりましょうね。
芝﨑様、これから宜しくお願いしま
す。同じ金融機関として頑張ってい
きましょう。
ベランダに蜂の巣が出来ました。不
思議なもので、日々大きくなってい
くのが楽しみでもありますが、ベラ
ンダに出られず困っています。私が
刺される前に巣立ってほしいです。

