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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにち
は。伊藤麻美様よ
うこそ越谷RCへ。
また2月6日に入会
のいちよし証券
北野慎司支店長が
急遽 佐世保に転
勤となりました。
本日は後任の千阪弘敬様にお越し頂いています。
来週は花見例会です。昨年は3月18日非常に寒い日
で桜は二分咲き位でしたが、今回は散り始めになり
そうです。季節の催しは中々難しいものですがご参
加の皆様宜しくお願いします。
3月は「水と衛生月間」と言う事で少しお話をさせて
頂きます。世界には安全な水を得られない人が7億
6,800万人いると言われています。また世界の人口の
五分の二近くが衛生的なトイレを使う事ができませ
ん。以前 国際奉仕事業で訪れたフィリピン･マクタ
ン島にいつもお世話になっている友人がおり、友人
の自宅裏に小さな集落があります。塀と有刺鉄線で
境がされていますが、一歩そちらに入ると風景が変
り異様な臭いがします。下水道が完備されておらず
廻りには商店･学校があるにも関わらず不衛生な状
態です。世界ではこのような衛生設備や安全な水の
欠如が原因で毎日1,400人の子供が命を落としてい
るそうです。重点分野である「水と衛生月間」には
地域社会における安全な水の公平な提供の為の衛生
設備や衛生状況の改善、維持管理を地域住民が行う
為の能力向上、安全な水と衛生の重要性についての
地域住民の認識を高めるプログラムの為の特別月間
とされています。さて人は飲まず食わずの状況で生
存できる時間は72時間だそうで、生存の鍵は水分の
補給とされています。と言うのも人体は重量比で
65％程度が水分で構成されており血液･リンパ液は
もちろんの事、数兆個あるとされている細胞の大部
分が水分で構成されているからです。呼吸で空気中
の酸素を体内に取り込むにも、食物を栄養分として
体内に吸収するにも、老廃物を排泄する尿･汗･呼吸
これらの働きにも水分が必要です。人は毎日 飲料水
として1.5Ｌ程度の水分を飲み食べ物に含まれる水
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分も入れますと毎日2~3Ｌは体内の取り入れ、また排
泄行為で約2.7Ｌの水分を失っています。この様にバ
ランスよく水分を補給･補充されて個々の生命活動
が行われています。現代では水の需要の伸びが供給
の伸びより格段に増えており生活用水や産業用水の
増加は著しく、水は植物や魚介類･家畜の生育にも工
業用水にも必要です。一方 下水についても管理が不
十分であれば水質汚染などに深刻な影響を与えます。
そこで忘れてはならない歴史の事実があります。か
つてチッソ水俣工場から流れ出た有機水銀が魚介類
に蓄積され、それを食べた人々が水俣病患者となる
悲惨な公害が発生した事です。地域住民の健康を守
る事が第一であると言う信念の元、昭和45年に「水
質汚染防止法」が設定されました。発展途上国の多
くは安全とされる飲料水の恒常的な確保は想像以上
に困難で支援を必要としています。また衛生設備の
トイレに関しては私達の想像を絶するほど整備がさ
れていません。このような事を踏まえて国際ロータ
リーが安全な水の確保とトイレの設備を特別月間に
指定して重点的な支援を呼びかけている事を皆様に
知って頂きたいと思います。以上で会長挨拶とさせ
て頂きます。
◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、本日 持ち回り
理事会において、
①西村直樹氏の入
会とカウンセラー
に瀧田貴夫会員が
なる事が承認され
ました。②北野慎
司会員の退会が承
認されました。③4 月からの米山奨学生の受入クラ
ブになる事が承認されました。
2、31 日(土) 友好クラブの熊本城東 RC 創立 30 周年
記念式典が熊本ホテルキャッスルにて午後 3 時より
開催されます。会長始め 10 名で出席します。
3、4 月 3 日の例会は 2 日に開催される花見夜間例会
に振替のため休会、お間違えの無い様お願いします。
尚、定例理事会は 10 日に開催しますので理事･役員
の皆様ご出席宜しくおねがいします。又、コミセン
で行われた各例会の会報等を欠席された方の BOX
にお入れしましたのでご確認下さい。
◆ 委員会報告
◎親睦活動委員会

井橋英蔵副委員長

4 月 2 日の花見夜間例会 6 時開催ですが、越谷駅 4
時 40 分出発を選択されている方は、親睦活動委員会
の大野保司会員・坂田敏信会員に引率してもらいま
すので時間厳守をお願いします。

◎ロータリー財団委員会

澤田裕二委員長

皆様のお蔭様をもちまして、15,000 ドルまで来まし
た。目標の 20,000 ドルまで後 5,000 ドルです。5 月
中までには送金したいと思いますので、私等からお
声がけ致しますので、快くご協力頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
◎職業奉仕委員会

中村聡久会員

職場見学会が 4 月 12 日(木)に開催されます。8:45 越
谷駅西口集合です。現在 20 名強の方々に参加登録頂
いておりますが、まだ募集中ですので可能な方はお
声がけ下さい。宜しくお願い致します。
◆ゲスト卓話「企業再建 3 年で黒字変え」
日本電鍍工業㈱ 伊藤麻美様
当社は国産腕時計
メーカー各社の指
定工場として、高い
めっき技術に定評
がありました。しか
し、父の病気の発
見・死を迎えて大き
な転機を迎えまし
た。父の病気については末期の状況だったのですが、
本人にはそれを伝えていませんでした。そのため事
業の承継準備がしっかり進みませんでした。社内に
親族の者がいるわけでもなく、従来の仕事のやり方
の継続と雇用の継続だけが重視されて承継されま
した。後継の経営者は何もせず、海外への製造拠点
のシフトを進める国産時計メーカーからの受注に
偏重したままのリスクについて、何の対応もできて
いませんでした。
私については父の他界の 3 年前に母も他界してお
り、会社云々よりも個人の人生について色々考えて
いた時期でした。渡米し宝石の資格も取得しながら、
自らの人生を歩みだそうとしていました。
しかし、会社の債務が整理回収機構に移され、そ
の返済も遅延するようになると、実家の差し押さえ
も始まり、本格的な会社整理・債権が着手されるよ
うになりました。私が社長を就任して陣頭指揮を執
るようになりましたが、それでも処分方針の川口の
工場跡地の汚染問題など問題は山積でした。従業員
も 100 人規模から 48 人まで縮小しました。
喫緊の経営課題は、時計以外のめっき事業の強化
です。医療・電子機器などへの営業展開を必死に進
めました。また事業戦略の変更も明確に社内開示を
行いました。
様々な苦難を乗り越えて、2006 年に正常化を果た
しました。一番苦労したのが資金繰りです。従来の
メインバンクはなかなか耳を貸してくれず、偶々新
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たなメインバンクとなる銀行の幹部の方に私の話
を聞いて頂き、整理回収機構から債権を買い取った
サービサーから債権を借り換え、当社の支援に本格
的に取り組んで頂きました。手形ジャンプも当たり
前のように行っていましたが、その過程で現金支払
化にすべて移すなど、取引先の信用も立て直してい
きました。振返ってみると一番重要なのは人材です。
女性経営者として決して泣かないと決めていまし
たが、社員総出でのサプライズバースディの御祝い
には声をだして大泣きしました。12 名のベテランも
退職しました。通称:ネガティブジイジと呼んでいた
人達に、「俺の技術がなくなるぞ」と脅されました
が、その後はむしろ若手を中心に大きく成長しまし
た。生産現場の大改革・大改修が必要であり、億単
位の計画を 30 代の若手に任せました。伊勢神宮の
式年遷宮ではありませんが、大きなプロジェクトを
任せることで若手は大きく成長します。今までベテ
ランが抱えていた技術を、数値化し見える形にして、
技術伝承の加速、生産管理システムの完備を進めま
した。
会社の理念は「Earth Friendly」です。今後も日本
での雇用の一端を守り、未来の子供たちのために何
が必要かを常に考えて、仕事・経営に取り組んでい
きたいと思います。

＊伊藤麻美様数年前の商工会工業部会での講演では
大変お世話になりました。また本日はお越し頂きあ
りがとうございました。/山田二三夫
＊伊藤麻美様大変貴重なお話ありがとうございまし
た。/須賀定吉
＊伊藤麻美様本日は有益なお話ありがとうございま
した。/江原武男
＊Ｒ財団へのご寄付をお願いします。後 5,000 ドル
ですが順次お願いにあがりますので断らないで下さ
い！/澤田裕二
＊①千阪弘敬さん入会をお待ちしております。一緒
にロータリーライフを楽しみましょう。②25 日の歩
こう会「お花見ハイキング」沢山のご参加ありがと
うございました。次回は 5 月予定です。ご期待下さ
い！③小暮さんおめでとうございます。
「阿災」入幕
後 2 場所連続で二桁勝利大したものです。越谷の星
です。皆で応援しましょう！/森 仁三
＊麻美ちゃん今日はお忙しい中卓話をして頂きあり
がとうございます。/吉野寛治
＊伊藤麻美様本日は興味のある卓話ありがとうござ
いました。勉強になりました。/浅見冨司雄
＊伊藤麻美様本日は卓話ありがとうございました。
女性経営者としてこれからも力強く日本経済をリー
ドして下さい。益々のご活躍を期待しています。/平
田徳久
＊伊藤麻美様素晴らしいパワーを感じる事ができま
した。ありがとうございました。/若海宗承
＊伊藤麻美様本日は貴重なお話ありがとうございま
した。/吉澤雅隆
＊いちよし証券の北野慎司支店長より伝言です。
「佐
世保に転勤になりました。皆様にご挨拶できずすみ
ません。後任の千阪弘敬を宜しくお願い致します。
」
/瀧田貴夫
＊伊藤麻美様本日は映画のような会社の再建･人材
育成のお話ありがとうございました。/大野保司
＊所用のため早退させて頂きます。/近藤正成
＊伊藤麻美様貴重なお話大変ありがとうございまし
た。/井橋英蔵
＊結婚祝いをありがとうございました。/大澤弘一

◆ ビジター･ゲスト紹介
オブザーバー 千阪弘敬様、交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①日本電鍍工業㈱ 伊藤麻美様ようこそ越谷 RC へ。
本日のお話大変ためになりました。②2 月 6 日に入
会して 3 月まで在籍された北野慎司さんの後任 千
阪弘敬支店長入会宜しくお願いします。③熊本城東
RC30 周年事業参加の皆様宜しくお願いします。ま
た花見例会は 2 日(月曜日)ですのでお間違えなく！/
安濃和正会長
＊①日本電鍍工業㈱ 伊藤麻美様本日は卓話ありが
とうございました。②いちよし証券 千阪弘敬支店長
入会をお待ちしております。/吉澤行雄幹事
＊25 日の歩こう会では多数ご参加頂き楽しく花見を
しました。多くの皆様にお世話になりました。/坂巻
幸次
本日 26 件 28,000 円
累計 1,831,000 円
＊25 日の歩こう会、森会長お疲れ様でした。/井橋武
治
◆ 出席報告
＊伊藤麻美さん本日はようこそ越谷 RC へ。以前に
本日出席率 65.98 ％ 会員数 102 名(名誉会員含)
チームイハシ会議で講演を頂いた時を思い出しまし
出席者数
57 名 出席免除者数 19 名
た。/井橋吉一
＊伊藤麻美様本日は卓話ありがとうございました。
久しぶりに歯切れの良いお話を聞かせて頂きました。
ご活躍を祈念申し上げます。/中島美三郎
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本日のゲスト：日本電鍍工業㈱ 伊藤麻美様

井橋英蔵

澤田裕二 R 財団委員長

親睦副委員長

吉村総一

横家

豪

卓話者紹介：吉野寛治会員

スマイル委員長

職業奉仕委員長

松永賢一

出席副委員長
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