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Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

本日の例会 第 4回クラブ協議会「地区協議会報告」村瀬次年度幹事      次回例会 会員卓話 宮﨑有恒会員 

《ゲスト卓話》 

創造への挑戦 

        元カシオ計算機㈱ 立石直文 氏 

 

私は大学を卒業後、63 歳で退職するまでの 39 年間、

カシオ計算機という会社に勤めていました。本日はカ

シオ計算機における製品開発を通じて、経営理念の

「創造 貢献」にチャレンジしてきた経験をお話しし

ます。 
カシオは現在、一般の方には G-SHOCK などの時

計メーカーとして知られているようですが、もともと

計算機や電卓を始めとする事務機器をメインとし、そ

の後に電子レジスター、時計、電子楽器、デジタルカ

メラ、プリンター、プロジェクターなどの製品に手を

広げてきた会社です。 
私が入社した年は新入社員が少ないこともあり、技

術系社員には新しい仕事をさせようという会社方針

の下、ほとんどの同期が新規事業分野に配属されまし

た。私もファクシミリという新分野のプロジェクトに

配属され、その後も電子楽器、カーナビなど種々の新

製品開発に携わってきました。 

入社 3 年後からは、誰でも弾ける電子楽器、プロ

でも使える電子楽器を開発するということを目指し、

楽曲入りの外付けメモリに対応したキーボード（鍵盤

楽器）、新しい音源 LSI（チップ）を使ったシンセサ

イザー、電子ピアノなどの開発を担当しました。その

間、作曲家でシンセサイザー奏者の冨田勲さんなど、

様々な音楽家の方々に協力いただきながら、電子楽器

事業はその全盛時代を迎えます。 
その後 12 年間担当した楽器を離れ、新しくカーナ

ビを開発し、事業化するプロジェクトに移動しました。

カーナビの開発は技術範囲が桁違いに広く、これまで

以上に面白い仕事でしたが、開発は困難を極めます。 
今思えば、当時のカシオは新しいことをやるという

確固たる決意、そしてたとえその分野の全くの素人集

団でも、自分たちの得意なデジタル技術を使えば何事

も実現できるという自信がみなぎり、それを会社の経

営陣も認め、活気にあふれていたように思います。 
この度は大切な例会の中でお話しする機会を与え

ていただき、誠にありがとうございます。私にとりま

しても来し方をふりかえる良い機会になりました。重

ねて御礼申し上げます。 
 

《会長挨拶》 
                森 豊 会長  

３５周年祝賀会を終えて 

4/11-4/12 城島高原ホテルでの３５周年祝賀会

にご出席の皆様大変お疲れ様でした。緒方実行委

員長を初め関係スタッフの皆様の１年がかりのご

協力の賜物です。感謝・感謝です。 

心地よい虚脱感を感じながら、残りの任期を務

めてまいりたいと思います。本日はカシオ計算機

の立石様の卓話です。私は小学校頃から珠算塾に
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通っていましたので暗算は得意でした。４桁 5 桁

くらいは軽くできていましたので、若いときは計

算機は不要？でしたが、最近は 1桁の計算も電卓

にたよる毎日です。年齢を感じております。立石

様の卓話楽しみに拝聴いたします。 

 
 
《幹事報告》 

          松田信哉 幹事  

 

 

1. 例会変更 

 

◆有田 RC 

 5 月 21 日（火）12：30～→18：30～保名 

（第 2800 回記念例会のため） 

 6 月 18 日（火）12：30～→18：30～有田ポーセリ

ンパーク（年度末懇親会のため） 

 

◆佐世保中央 RC 

 5 月 16 日（木）12：30～  

セントラルホテル佐世保 レストラン四季（例会場

使用不可のため） 

     

2. 来 信          

 

◆ガバナー事務所 

 ガバナー月信 5月号 

 

◆ガバナーエレクト事務所 

 2019～2020 年度クラブ米山記念奨学委員長セミ

ナー開催のご案内 

 次年度会長・幹事・米山委員長・米山奨学生宛て

（例会名札をご持参ください） 

 日時： 6 月 23 日（日）11：00 集合   

セミナー14：00 開会  16：30 閉会予定 

 場所： 東彼杵総合会館（東彼杵町東彼杵宿郷

706-4 TEL 0957-46-0114 

 
◆ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 5 月号 

◆第2740地区 公共イメージ委員会 久保泰正委員長  

公共イメージ部門アンケート調査のお願い（地区研

修協議会用） 

 

◆IM 実行委員会 

 第 5・6グループ インターシティ・ミーティングご

参加ご協力のお礼状 

 

◆RYLA 実行委員会（島原南 RC） 

 第 40 回記念 RYLA 開催のお礼 

 

◆佐世保 RC 

 佐世保市内 8RC 会長・幹事一覧表（変更有のため再

送） 

 

◆ハウステンボス佐世保 RC 

 第 8 回会長・幹事会議事録 

 

3.伝達事項 

 ①第 10 回理事会議事録をセルフ BOX へ入れており

ます。  

②5/15（水）18：30 よりグランドファーストイン

佐世保にて 19～20 第 1 回国際奉仕委員を開催い

たします。 

 ③5/16（木）シャンラーにて 18：00 より第 11 回 

理事会、その後 18：30 より新旧理事・役員会を 

開催いたします。今年度の理事会は 18：00 から 

となっておりますのでお間違いのないようお願 

い致します。 

 ④5/17（金）18：30 より天津包子館にて松永会員 

の社長就任を祝う会が開催されます。 

 ⑤本日、皆さんのセルフ BOX へ 次年度の準備と 

いたしまして会員名簿、職業分類、メールアドレ 

スについて確認のお願い文書をいれております。

変更がある方は 5月 20 日（月）までに事務局ま

でお知らせ下さい。 

 ⑥5/20（月）次回例会は 「委員会卓話」 奉仕

プロジェクト委員会です。 

 

 
《委員会報告》 

ロータリー情報委員会 渡会祐二委員長  

6 月 1 日にヤフオクドームにて家庭集会を行います。

皆さんで楽しく野球観戦をしつつ、ロータリーについ

て勉強しましょう。出欠未定の方はご回答お願いしま

す。ご参加の皆様には改めてご案内申しあげます。 

 
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 小川一貴委員長 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会の今年度最後の事

業として、農業支援活動を今月 22 日に行います。松

浦市特産の果実、マーコットの生産者のご協力の元、



古賀会員のご協力を得て 7 箇所の幼稚園の園児に収

穫してもらい、森きららの動物たちにプレゼントして

もらいます。すでに数人の園児に収穫してもらってま

すが、5 月 22 日に大宮幼稚園の園児が参加し収穫し

てもらいます。生産者、岡本清さん 93 才の方に支援

金の贈呈式を行います。時間は 10 時から 11 時を予定

しています。待ち合わせ場所等詳細は 20 日の例会時

に打ち合わせの上、報告致します。社会奉仕委員会の

みなさんの参加、よろしくお願いします。又、社会奉

仕委員は、会員全員の参加となっておりますので、時

間の許される方はご参加下さい。 

 

次年度奉仕プロジェクト青少年委員会  

中川信次委員長 

奉仕プロジェクト青少年委員会では、来年度の事業計

画の中で、地区補助金を活用した事業を計画しており、

その進捗状況について情報共有します。来年度は今年

から実施内容・対象者を少し変更して「元オリンピッ

ク選手による水泳指導を通じた知的障害を持った青

少年の健全育成を図るプロジェクト」を実施予定です。

全体予算は 34 万円で、その半額の 17 万円について、

書類を添えて、3月末に地区のガバナー事務局へ地区

補助金の申請を行っています。事業の承認は 6月から

8 月の予定となっておりますので、結果については、

また改めて情報共有します。承認後は具体的な実施内

容について関係する委員会の方々と調整をして参り

ますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 
創立 35 周年記念事業実行委員会 緒方信行委員長 

先日の式典、懇親会では会員の皆様のご協力を頂きあ

りがとうございました。 

 

 
 
《今月の結婚祝い》 

S.57.5. 9 緒方信行・ひとみ 夫妻  

S.45.5.24 古賀新二・浩子 夫妻  

S.57.5. 3 中島閏二・敏子 夫妻 

S.51.5.17 中野雄一郎・節子 夫妻  

S.60.5. 5 宮原明夫・由紀子 夫妻  

S.53.5.14 牧野博一・ひとみ 夫妻 

H.18.5.14 小川一貴・良子 夫妻  

H.16.5. 2 田島 慎・今日子 夫妻  

H.21.5. 5 小西研一・ひろ美 夫妻 

H. 1.5.22 中川信次・ゆかり 夫妻 

 

《今月の誕生祝い》 

S.50. 5. 3 公門新治君 

 

 

 

《ＲＩニュース》 

 

スシル・グプタ氏が RI 会長ノミニーの職を辞任 

 

この度、国際ロータリ

ー会長ノミニーの職を私

が辞任することとなりま

したことを、遺憾の念と

ともにお知らせ申し上げ

ます。国際ロータリー会

長を務めることは私の夢

でありましたが、健康上

の理由により、現時点で

ベストな状態で会長としての役目を果たせなくなり

ました。ロータリーは、最善の人物によって代表され

るべき素晴らしい組織であると私は信じております。  

 今回のこの難しい決断は、内省を経て、また家族と

相談した上で行ったものです。これは、私自身にとっ

て残念であるだけでなく、祖国から会長が出ることに

誇りを感じてくださったインドの多くのロータリア

ンにとって落胆であっただろうと強く認識しており

ます。  

 40 年以上にわたるロータリアンとして、ロータリ

ーから非常に多くのことを得てまいりました。ですか

ら、2020-21 年度会長指名委員会からご指名いただい

た際には、この上ない栄誉と感じておりました。今後

もロータリー会員として誇りをもって活動し、会長年

度に達成したいと願っていた活動に取り組んでいき

たいと考えております。これからもロータリーは多く

のことを達成できると信じております。 



IT 会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一 （記事担当 小西研一） 

本日の合計 48,000 円   累計 1,259,000 円 

2020‐21 年度国際ロータリー会長に 

ホルガー・クナーク氏が選ばれる 

 

2020‐21 年度国際ロー

タリー会長に、ホルガ

ー・クナーク氏（ドイツ、

ヘルツォークトゥム・ラ

ウエンブルグ・メリン・

ロータリークラブ）が選

出されました。 

会長指名委員会は、先

月のスシル・グプタ氏の

会長ノミニーからの辞任

を受け、新たに選考を行いました。 

対抗候補者の氏名が提出されない限り、クナーク氏

は 5月 31 日に正式に会長ノミニーとなります。 

 

 

《ニコニコボックス》 

鐘ケ江和重 親睦活動委員 

 
森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

35 周年記念事業の一番の目玉である城島高原一泊旅

行を先週の土日にかけて行いました。今回の 35 周年

の実行委員長を引き受けていただいた緒方委員長は

じめ実行委員会のメンバーの方々はもちろん、記念事

業にご理解とご協力をしていただきました全会員の

皆様に心より感謝申し上げます。参加した会員で本日

の例会に出席された会員の方は、さぞやお疲れのこと

と思います。今日はＫＫＣもお休みですので、例会が

終わったら早く帰ってゆっくり休まれてください。本

日の卓話は、元カシオ計算機㈱立石直文様です。「創

造への挑戦」と題されたお話、大変興味がございます。

開発の裏話などを是非お聞かせいただければと思い

ます。よろしくお願い申しあげます。 

 

緒方信行君 

創立 35 周年記念式典、懇親会では会員の皆さまに大

変お世話になり、心より感謝申しあげます。結婚祝い

のお花をいただき、ありがとうございました。 

 

福田俊郎君 

先週金土日で東京に行ってきました。大学卒業、医者

となって 55 周年記念同窓会が帝国ホテルであり、出

席して参りました。 

 

相良一三君 

素晴らしい 35 周年記念式典に参加させていただき、

ありがとうございました。 

 

小川一貴君 

皆さんこんにちは。創立 35 周年記念式典事業ではお

世話になりました。緒方実行委員長をはじめ、実行委

員会の皆さん、会員の皆さんには大変お世話になりま

した。楽しい思い出ができて感謝致します。 

家内共々ニコニコです。ありがとうございました。 

 

平石晃一君 

創立 35 周年記念、城島旅行に参加の皆さん大変お疲

れ様でした。実行委員長、緒方会員の素晴らしい企画

で、会員はもとより子供達も思い出に残る素晴らしい

旅行でした。 

今日から新しい北ロータリークラブ活動を会員みん

なで作っていきましょう。 

 

プログラム委員会 委員長 牧野博一君 

立石直文様、東京よりのご来訪大変ありがとうござい

ます。本日は、60 年来のお付き合いを肴に大いに飲

みましょう。本日の卓話楽しみに拝聴します。 

 

船津 学君 

創立 35 周年記念事業、城島高原旅行ツアーに参加さ

れた皆さま、楽しい旅、たいへんお疲れ様でした。 

城島高原ホテルの隣の城島高原ゴルフクラブで、北斗

会番外編のゴルフコンペがあり、天気と同伴者に恵ま

れ、優勝いたしましたのでニコニコです。 

ずっと調子は低迷しており、久しぶりの 80 台スコア

が出て嬉しかったです。 

この夏、ベストスコア目指してがんばります。 

 

永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 中山 誠君 

宮﨑有恒君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 渡会祐二君 

村瀨高広君 二ノ宮健君 松永祐司君 小川 寛君 

近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 西沢 寛君 

八木順平君 小西研一君 中川信次君 茶村亜子君 

鐘ヶ江和重君 

立石直文様、本日は東京よりご来訪いただきありがと

うございます。本日の卓話、楽しみに拝聴いたします。

創立 35 周年城島高原 1泊旅行の皆さま、大変おつか

れ様でした。 

 

事務局 窪田明子君 

創立 35 周年記念式典、懇親会・旅行では大変お世話

になりました。会員の皆様、参加させていただき、あ

りがとうございました。 

                            


