
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1339 回 （本年度 22 回） 

平成 27年 12月 17日（木） 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張 裕 康 会場監督 

斉  唱 「我らの生業」 

会員出席報告 江口  進 親睦委員 

欠席者：今井会員、歌崎会員、    

お客様紹介 市川 功一 会長  

簑原 利憲様（ゲストスピーカー・ 
タカネ電機㈱ 代表取締役 ）  

小林 和雄様（国際ロータリー第 2590 地区・ 
第一グループガバナー補佐・川崎南 RC） 

  

本日のミニ情報 市川 功一 会長 
 
ロータリーのロゴは変ったのでは？と神谷会員に言われ

て、ロータリーの友 11月号を見るとそれに関する記事が

出ていました。変ったのは 2013年 8月で公式のロゴは黄

色い歯車の横に「Rotary」の文字があるものです。ただ

誤って使用されている印刷物もたくさん目にするように

なったとのことで、「公式ロゴを正しく使うことは、公

式イメージ向上のための活動の第一歩」と書かれていま

す。当クラブも来期の名刺、会報などはこのロゴを使う

ようにしたいものです。 
  

会長報告 市川 功一 会長（1 月 7 日） 
 
１．理事会報告  
２．神奈川県法人会連合会ならびに川崎北法人会 簑原利

憲会長 旭日双光章受章を祝う会のご案内を頂戴して

おります。 

  日時：平成 28年 2月 2日(火) 午後 6時～ 

  会場：ホテルＫＳＰ ３階「曙光の間」  
３．地区ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換委員会より、応募者推薦クラブ

に御礼のご挨拶状が届いております。 

  今年度の応募者は 24 名、派遣候補生として 8 名が決

定とのことです。  
４．ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会より、感謝状が届いております。 

第 4回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ：大塲秀幸会員 
 

幹事報告 会田 公雄 幹事（1 月 7 日） 
１．地区からの来信 

①2015-16年度地区研修セミナー（新会員対象）開催の

ご案内がきております。 

日時：2016年 2月 5日(金)15：00-18：00  

懇親会 18：00-19：00 

場所：メモワールプラザソシア２１ 

※参加対象者：入会 3年未満の新会員、会長、幹事、 

クラブ研修ﾘｰﾀﾞｰ  
②第 5回日台ロータリー親善会議のご案内が届いて 

おります。 

日時：2016年 6月 5日(日) 14：00-20：00  

場所：石川県立音楽堂コンサートホール   

懇親会ホテル日航金沢 

登録料：2万円 

※詳細は、ロータリーの友 12 月号に掲載されておりま

すのでご覧ください。 

登録ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。 

登録期限：2月 12日(金)  
③ 1月のロータリーレートは、1 ﾄﾞﾙ＝120円  

12月から変更なしとの連絡が入っております。 
      

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎北 RC  

2月 10日(水) 休会 

2月 24日(水) 6RC合同親睦例会 ﾎﾃﾙ KSP 点鐘 18：00 

3月 2日(水) 移動例会 ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ

 点鐘 12：30 

3月 9日(水) 移動例会 富士通ラウンジ 点鐘 12：30 

 

３．他クラブ会報の回覧   

新川崎 RC、川崎中 RC、川崎とどろき RC 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 ２１名 ５名 ９１．３０％ 

前々回(12月 3日)欠席７名 Make up 2名 ８３．３３％ 

 

 
 

 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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会長・市川 功一  幹事・会田 公雄  会場監督・高瀬 建夫  会報委員長・戸張 裕康   
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



４．次週 1月 14日(木)は、早朝例会です。  

ﾎﾃﾙ精養軒に て 点鐘 7：30  

参議院議員 松沢成文樣の卓話を予定しております。 

お間違えのないようご出席下さい。 
   

本日の卓話  

タカネ電機㈱ 代表取締役 簑原 利憲様 

「これからの中小企業」 

 

本日はよろしくお願いします。 
 
≪概要≫ 

当社はタカネ電機株式会社と申します。創業は昭和

39年 2月 1日、従業員は現在 105人です。前は 350~360

人ほどいました。現在、売り上げは国内 15%海外が 

85%となっております。 

経営理念・社是（五心）は創業者の父が作ったもの

ですが「清い心」「進む心」「和する心」「尽くす心」「顧

みる心」です。主として社員の家族主義を貫きながら

も個人の実力を重視しております。理念、社是は週一

回最初の日に唱和しております。 

 

≪現在≫ 

プリンター、複写機の配線基板（一部協力会社）や

眼底カメラなどの製造部品、ワイヤーハーネスを主力

としております。メーカー部品のほとんどの調達がで

きるので安心して納めることができます 

≪海外展開≫ 

中小企業の海外展開ですが 10 年くらいは国内本体

の売上や利益が海外を支える位の事でないと難しいし

特に人がとても難しいと思います。 

 

≪これから≫ 

今後の件は国内の事業の存続のあり方、維持をする

のかどこかの部分を強くしていくのか、海外の工場を

生かして国内から試作の段階から手伝うことができる。  

その後大量生産という方法、総合力で行っていけると

思う。ただ最近、携帯電話の登場以来なんとなくわく

わくする商品が出てこないのがすごく不満です。ある

のは既存の商品のマイナーチェンジだけ・・・そこに

生まれるのは「価格競争」になる。 

 

 ≪最後に≫ 

若い人にメッセージとして伝えたいのは、企業のラ

イフ（命）はよく 30 年と言われている、次々と新しい

事をすること、「挑戦」、「脱皮」が必要！どのように脱

皮するかによって違ってくる。私の場合（父と違って）

は海外の経験があったのでそちらにトライできた。私の

後継者はまた次の脱皮をしていかなければならないの

で常にトライということを若い人に伝えていきたいと

思います。 

 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員 
 
簑原 利憲様（タカネ電機 ㈱ 代表取締役） 
本日は私の拙い卓話をお聞きいただくことになりま
すが、皆様方の多少でも参考になればと一生懸命やっ
てみます。 
 
小林 和雄様（国際ロータリー第 2590 地区第一グルー
プガバナー補佐・川崎南 RC） 
初めて貴クラブに伺いました。小泉ガバナー補佐には
日ごろお世話になっています。市川会長、本日はよろ

しくお願いいたします。 
 
市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  

  本日は年の瀬で大変お忙しい中、タカネ電機社長の

簑原様には当クラブの例会にご出席いただきありが

とうございます。平成 27 年の有終の美を飾るお話を

いただけるものと期待しております 
 
小泉 正博 会員  
  小林和雄様、ようこそお越しいただきました。 

よろしくお願い申し上げます。 
 
都倉 八重子 会員  
  年末家族会でのバースデーサプライズ有難うござい

ました。一生の記念になりました。感謝申し上げま

す。次年度、幹事頑張ります。 
 
山田 一之 会員（プログラム委員会）  
  簑原さん、お忙しい中ご苦労様です。 

年末家族会たのしくて良かった！！ 
 
「みんなニコニコ」（簑原様、小林様ようこそ！） 
古越孝男会員・若狭 滋則会員・原 秀元会員 

工藤和弘会員・都倉八重子会員・Mr.鈴木 会員 

高瀬建夫会員・髙木謙太郎会員・山本 剛会員 

徳安久是会員 
 
ＳＡＡ一同 
  簑原さんいつもお世話になります. 

本日はこの後も KSP でよろしくお願いします。 

あわただしい 12 月ですが皆様、体に充分気をつけて

ください。書き損じ葉書も来年あります。 
 

親睦委員会一同 

 本年最後の例会になりました。これから公私ともご

多忙の事と思いますが、ご家族とも、お体には気を

付けていただくようお願いいたします。 
 

  
次回例会 
 
早朝例会 ホテル精養軒 点鐘 7：30 
 

卓話：参議院議員 松沢 成文樣 
「 甦れ！江戸城天守閣 - 日本の文化・観光振興 - 」 

ニコニコボックス 本日 21,000円 累計 411,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 55,000円 


