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第1333回

2015年6月30日(火)

点　鐘18:00

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル21F

ソング｢手に手つないで｣

『吉田年度最終例会』

邦楽ユニット｢綾音｣の演奏

第1334回

2015年7月7日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

『クラブ協議会』

年度計画発表

会長･会長エレクト･副会長･幹事･会計

SAA･直前会長･監査･副幹事

地区テーマ

ロータリーは人づくりそして奉仕

第1332回･ 2015年6月23日(火)

｢次年度リハーサル｣

司会　鈴木寿和次年度副幹事

点　　鐘12:30　町田信行次年度会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーグ一柳寿美恵会員

入会式　吉田律子会長

会長挨拶　町田信行次年度会長

幹事報告　上野拓也次年度幹事

委員会報告　地域奉仕プロジェクト委員会

内田康信委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努次年度委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会

清水敏夫次年度出席担当委員長

卓　　話　　次年度会長･幹事

点　　鐘13:30　町田信行次年度会長
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J仁jオー鼻.

吉田会長､横田幹事始め現年度の皆様に次年度リハー

サルの機会をいただきましてありがとうございます｡

皆様のご協力をいただいて､粛々と一年間やって行き

たいと思っております｡ぞうぞよろしくお願い致します｡

本日､入会されます岡崎　渉様､入会おめでとうござ

いますo　ロータリーを学び､そして楽しんで奉仕を実践

していただきたいと思います｡

先日､堺会員のお母さまが亡くなられました｡本日富

樫会員の光彩セレモでお通夜が執りおこなわれます｡ご

冥福をお祈り致します｡

本日､ 6月23日は戦後70年目に当たる沖縄の慰霊

の日です｡沖縄の人にとって忘れることのできない

特別な一日です｡一般市民を巻き込み､ 20万人の尊

い命と財産や､沖縄の文化財､自然がことごとく奪

われた沖縄戦は､先の戦争で唯一､日本国内の一般

市民が地上戦を体験した壮絶なものでした｡死者の

約半数が一般市民や子どもだといいます｡

多くの尊い犠牲と引き替えに､今の日本の繁栄が

あると､感謝と祈りをさせていただきたいと思います｡

私も､ 30年前､沖縄戦没者慰霊に参加しました｡

船で10日間の慰霊の旅でした｡魔文仁の平和記念公園･

ひめゆりの塔･皆が隠れた壕･学童疎開船津島丸が

沈んだ海など､それぞれの場所で祈りをささげて来

たことを思い出します｡

今日はもう二度と悲惨な戦争を繰り返してはなら

ないと誓う目でもあります｡ロータリーも世界平和

を目指して活動をしている団体です｡我々ロータリ

アンも究極の目的のため､諸行事､諸活動にコツコ

ツと取り組んで行きたいと思います｡

地域奉仕プロジェクト委員会

内田康信委員長

今年度のペットボトルキャップ回収報告

390kg､ 7,800円､ポリオワクチン390人分にあたり

ます｡皆様のご協力ありがとうございました｡

Light Up Rotary

ロ7月10日､事務局研修がラフレさいたまで開催さ

れます｡小島事務局出席｡

ロ第13回線区区民祭実行委員会に町田次年度会長､

山中地域奉仕プロジェクト委員長を推薦致しました｡

7月17日緑区役所にて第1回実行委員会が開催され

ます｡

ロ7月18日､ロータリー財団部門セミナーが大宮ソ

ニックシティ市民ホールで開催されます.町田会長､

横田会長エレクト､柳国際奉仕プロジェクト委員長

出席｡

□7月19日,米山記念奨学部門セミナーがラフレさい

たまで開催されます.町田会長､囲谷米山記念奨学

担当委員長､栗林米山カウンセラー､米山奨学生谷

雨さんが出席o

□7月25日､青少年部門セミナーが川口市民ホール

で開催されます｡宮坂青少年担当委員長が出席｡

□詳細は掲示してあります｡

ト.　　　-　　　1..㌢

趣味:岩石､鉱物､鉄道旅､写真等

只今ご紹介いただきました岡崎です｡ロータリーに

入会しまして異業種の方々とお話しできることを楽し

みにしています｡いま､子供たちの理科離れというこ

とが言われていますので､子供たち相手の出前高座を

大学を通しておこなっています｡ロータリーでもこの

ような企画がありましたら協力させていただきます｡

今後ともよろしくお願いいたします｡
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ロータリーに輝きを

町田信行次年度会長 上野拓也次年度幹事

■■■ヽ

本日は､私の会社の紹介をさせていただきます｡

株式会社三和ステンレス(厨房製品･医療機器製造)

本社:さいたま市南区辻8-1-20

工場:戸田市美女木4-ll-18

設立:昭和55年6月13日

代表取締役:町田信行

"感謝･協働･感動を合言葉に､世界の一員として

社会に貢献する''を社是としております｡

安全･安心且つ高品質の製品とサービスを提供する

という品質マネジメントで経営を行っています｡

会社設立して35年になりました｡私はこの仕事に携

わって45年になります｡あと数年で息子にバトンタ

ッチができるかなと思っております｡

■沿　革

昭和55年6月　それぞれ厨房製品製造の会社に勤務

していた兄弟3人が､それぞれの技術を持ち寄り当

社を設立､厨房製品の製造を始める｡

平成2年10月　タレットパンチプレスを導入し､多

品種少ロットに対応可能に｡マクドナルド等有力外

食チェーンの要望に対応出来るようになる｡

平成5年4月
′~　平成7年3月

平成7年7月

平成7年4月

平成7年8月

平成10年5月

平成10年11月

平成11年3月

平成12年5月

平成14年3月

平成13年

平成14年6月

平成16年8月

平成18年1月

平成18年9月

平成20年8月

平成22年5月

町田信行が代表取締役就任

松屋に参入(770店舗)

ペローチェに参入(100店舗)

マクドナルド3000店計画

第1期設備改善･拡充計画実施

サイゼリアに参入(800店舗)

第4期設備改善･拡充計画実施

すき家に参入(900店舗)

NHK ｢プロジェクトⅩ｣に出演･協力

第6期設備改善･拡充計画実施
マクドナルドメードフォーユー導入

取締役副社長町田洋三死去｡

第10期設備改善･拡充計画実施

ココスに参入(65店舗)

有限会社から株式会社に変更

第12期設備改善･拡充計画実施

本格的に医療機器の製造に参入

平成24年10月ISO9001を全部門で取得

平成27年10月ISO9001を継続取得予定

私は､昭和35年7月5日に上野倖嗣の長男として

この世に誕生しました｡父は､鉄骨建築と重機と事務

機の3つの会社を経営しておりました｡拠点を宇都宮

に移し､世は昭和40年代高度成長の真っ只中だった

ようです｡経営する会社の業績も伸び､後継ぎに繋ぐ

道は徐々に出来上がって行ったかに思えましたが､取

引先との毎晩に及ぶ接待にほとほと疲れ､若い体をむ

しばんで行ったのでしょう｡その当時､血圧も200を

超え頭が割れるように痛いと言っていたそうです｡あ

の時病院に行っていたらと今でも想い出しますが､と

うとうその時が来ました!昭和40年9月4日にこの

世を去りました｡ 38歳という若さでした｡あっと言

う間の出来事だと今でも覚えております｡

月日も流れ､そんな少年も成長し2年数ヶ月が経ち､

小学校6年の卒業文集を書きました｡卒業の記念文集

です｡友達は､プロ野球選手･パイロット･医者･裁

判官･先生などと将来の夢について文集に書きました｡

が､私は迷わず社長と書いたことを思い出します｡

12歳の少年が23年後に夢を掴みました｡今思えば

アッという間でしたが､当時はとにかく必死でした｡

絶対に成し遂げようと思い続けたのです｡諦めなけれ

ば何とかなると!!

私は大変に要領が悪く､不器用なところがあります

が､浅見社長とのひょんな出会いがあり､浅見会長年

度に浦和北東ロータリークラブに入会し､入会式がガ

バナー公式訪問の日でした｡入会した時に副幹事で司

会を担当されていた町田会長｡入会から3年目に富樫

幹事から副幹事を指名され､本当に慣れないお役目で

困惑している時に優しくご指導くださったのも町田会

長でした｡強硬的に入会を勧めた浅見副会長､何だか

縁があるんだなと思えるその時々の瞬間を今でも感じ

ております｡

私を幹事としてご指名いただいた町田会長の為に､

会長が掲げたクラブテーマ｢奉仕を通じて今の自分を

高めよう｣とクラブ活動方針8項目を実践して行けれ

ばと決意しております｡何かとポカもあるかもしれま

せんが､精一杯努力する所存でございますので､町田

会長･浅見副会長･理事･役員･会員の皆様､ご指導

とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます｡

締まりの無いご挨拶となりましたことを何卒お許し

下さい｡今後ともよろしくお願い致します｡



吉田律子会長　皆様こんにちは､今日は次年度のリ

ハーサルがございます｡新会員の入会式等･ ･ ･

心が引き締まるような時間を覚えます｡現実と未

来にしっかりと目を開いて､立ち向かいましょう｡

雨と湿気に負けないように!

石井孝一副会長　次年度リハーサル､会長･幹事頑

張って下さい｡岡崎様入会おめでとうございます｡

横田　元幹事　皆様こんにちは｡本日は次年度リハ
ーサル､町田会長､上野幹事がんばって下さい｡

岡崎先生ご入会おめでとうございます｡ロータリ
ーライフを大いに楽しんで下さい｡最終例会はニ

コニコが無いそうですので､ 1年間本当にありが

とうございました｡

町田信行会長エレクト　本日はリハーサル例会をさ

せて頂きます｡どうぞよろしくお願い申し上げます｡

星野和央会員　町田年度､本日の緊張感を大切にして､

次年度の運営に腕をふるってください｡応援します｡

岡崎渉さん､歓迎します｡

大島雅文会員　次年度頑張れ!!

金子　努会員　7年振りの委員会配属に困惑してい

ます｡

篠原唯史会員　町田会長エレクト､いよいよスター

ト間近になりましたね｡次年度執行部の皆様よろ

しくおねがいします｡

浅見　定会員　本日､次年度リハーサル企画して頂

きありがとうございます｡次年度会長･幹事よろ

しくお願いします｡岡崎渉様入会おめでとうござ

います｡

内田康信会員　次年度町田会長､上野幹事リハーサ

ル例会頑張って下さい｡岡崎さんご入会おめでと

うございます｡ロータリーを楽しんで下さい｡

斉藤忠治会員　本日は､次年度リハーサル例会です｡

次年度町田会長､上野幹事､ 1年間頑張って下さい｡

岡崎渉様御入会おめでとうございます｡

囲谷昭吾会員　吉田年度もあと2回の例会で最終と

なります｡一年間大変ご苦労様でしたo　今日は次

年度町田会長年度の発足のリハーサルですo　落ち

付いて元気でスタートすることを望みます｡又､

今日は新会員として入会する岡崎渉様歓迎します｡

健康で元気なロータリー活動を望みます｡

富樫　孝会員　岡崎さん入会おめでとうございます｡

ロータリーライフを楽しんで下さい｡

上野拓也会員　本日は､次年度リハーサル例会です｡

皆様よろしくお願い致します｡岡崎渉会員ご入会

おめでとうございます｡浦和北東ロータリークラ

ブへようこそ!!

大熊勝巳会員　本日のリハーサル例会､町田エレク

ト､上野次年度幹事頑張って下さい｡私も写真撮

影を頑張ります｡

矢作謙一会員　岡崎様､本日入会式おめでとうござ

います｡また､次年度リハーサル､次年度関係者

の皆様がんばって下さい｡

宮坂秀樹会員　久々に来ました｡鈴木さん司会がん

ばって下さい｡

清水敏夫会員　岡崎さん入会おめでとうございます｡

エーゲ海クルーズにはまりました｡

宇津野芳志男会員　町田次年度会長､本日の卓話楽

しみにしています｡

繰越金1,375,781円　本日38,000円　計1,413,781円

出席報告

例会目 剔告� 偬����欠席 僵�R�出席免除 偬��越b�

雷 澱��b�48 �#��ll 唐�2 都ゅ#bR�

冨 澱�#2�49 �32�ll �2�2 都b緜�R�

例会日　毎過火曜日12:30-13:30　　　会　　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト

TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹　事

内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

副幹事
クラブ広報委員長

子行一元央生一律信孝　和晃謙田田井田野田作吉町石横星飯矢


