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■司会 ＳＡＡ        見目 良一 君 

■点鐘  会 長         宇賀神裕一 君 

■ロータリーソング           それでこそロータリー 

■ゲスト  ㈱神戸製鋼所アルミ・銅事業部門 真岡製造 

所総務部長 兼 電力事業部門真岡建設本

部 担当部長         土井 正人 様 

 ㈱神戸製鋼所アルミ・銅事業部門 真岡製造 

所総務部総務室 係長   細野 文蔵 様 

■ビジター 名誉会員 益子ＲＣ     日下田 實 様 

■会長挨拶     会長  宇賀神 裕一 君  

皆様。こんにちは。 

まず、始めに、お客様のご紹介を

させて頂きます。本日お忙しい

中、卓話をして頂きます㈱神戸

製鋼所 土井 正人 様。同じく

㈱神戸製鋼所 細野 文蔵 様。真岡ロータリークラブ名

誉会員、益子ロータリークラブ日下田 實 様。そして新入

会員のご紹介をさせて頂きます。足利銀行真岡支店長 

田崎 義典 様、初めてのロータリー活動になるそうで、頑

張って下さい。 

 先週５日の真岡市老人・身障合同スポーツ大会は、競技

準備、誘導、片付け、そして競技参加等、社会奉仕の精 

神のもと１０回目となる大会も皆さまのご協力により、無事終

了することが出来ました。豚汁は、とても好評でした。カレ

ーライスも美味しかったです。会員の皆さま、ありがとうござ

いました。 

 また、１０日には、第４グループ合同ハイキングがありまし

て、当クラブから２２名の会員、会員夫人の参加を頂き、晴

天の中、日光白根山ロープウェイ、湯ノ湖散策等、とても楽

しい１日を過ごして来ました。岡本親睦委員長、大越委員、

たいへんご苦労さまでした。 

 今月は米山月間となります。後ほど米山委員長から、皆

さまにご連絡が行くかとは思いますが、例年同様のご協力

をお願いいたします。 

 また、今月は『経済と地域社会の発展月間』であります。

世界で１４億人が、１日あたり１ドル２５セント未満での生活を

強いられています。ロータリーは、支援が行き届いていない

地域社会において、研修、雇用の機会、小口ローンを提

供することで、経済や地域社会の発展と貧困の緩和に取り

組んでいます。さらには、仕事に必要な道具を寄贈したり、

職業研修を行なったりすることで、貧困地域における起業

家やリーダー、特に、女性を応援しています。ぜひ世界中

の地域社会で経済を支援しましょう、とのことです。 

 この『経済と地域社会の発展』は、ロータリーの６つの重点

分野の一つとなっています。
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グローバル補助金をはじめとするリソースを提供し、６つの

分野の活動を重点的に支援しています。 

・ 平和と紛争予防／紛争解決 

・ 疾病予防と治療 

・ 水と衛生 

・ 母子の健康 

・ 基本的教育と識字率向上 

・ 経済と地域社会の発展 

以上、会長挨拶とさせて頂きます。 

■新入会員バッチ授与式 

■新入会員紹介      大瀧 和弘 君 

田崎義典様、５０才。茨城大学

を卒業後、昭和６３年足利銀行駅

東口支店入行。その後、平成２５

年４月に烏山支店長、平成２７年

４月熊谷支店長を歴任され、この

度平成２８年１０月真岡支店長に就任をされました。趣味は、

ランニングとゴルフと言うことでございます。そして『お酒は、

“飲めない”と言うことにしておいて下さい』とのことです。以

上でございます。

■新入会員挨拶     田崎 義典 君 

皆さま、こんにちは。足利銀行

田崎でございます。先ほどご紹介

頂きました通り、この度、人事異

動で熊谷支店から参りました。趣

味がランニングとゴルフとご紹介

頂きましたが、決してゴルフが上手ではなく、ここ数年でよう

やく１００を切る、切らない位になりました。自分自身としては、

いまゴルフが楽しい時期です。それから、ランニングの件

ですが、前任の熊谷支店は単身赴任をしておりまして、γ

－ＧＴＰと体重が右肩上がりに増えました。人間ドックで指

導を受けたので、朝、走り始めました。今朝も少し早起きを

しまして、アパートから大前神社まで走りまして、恵比須様

にお参りして来ました。暇を見つけては、走って、真岡市内

を散策したいと思います。ロータリー活動は生まれて初めて

参加をさせて頂くことなので、右も左も判りませんが、諸先

輩方に助けて頂いて頑張りたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

■幹事報告     幹事  市村 忠男 君 

①１０月２３日地区大会について。

案内及び出席の依頼。 

②４クラブ合同ハイキング開催報

告。 

③下野ＲＣ、例会日の変更のお

知らせ。１０月２６日例会は、１０月２３日地区大会に振り替え

となります。 

■委員会報告       親睦委員会  岡本 俊夫 君 

４クラブ合同ハイキング、晴天

に恵まれまして、大成功の中で終

了いたしました。当クラブからは２

２名の参加がありました。たいへん

ありがとうございました。益子ＲＣ

仲野会長の介添えには、仲野君、大越君、青木君、ロータ

リーの鑑でございました。ありがとうございました。 

     米山記念奨学会委員会 齊藤 敏彦 君 

 １０月は米山月間となっておりま

す。例年通りの応援をよろしくお

願いいたします。追って杉田委員

長から連絡があるかと思います。

以上です。 

社会奉仕委員会  廣田 茂 君 

 先週水曜日の老人・身障合同

スポーツ大会は、皆さまたいへん

お疲れさまです。無事、怪我も無

く終了いたしました。ありがとうござ

いました。 

■スマイルボックス報告 久保 賢司 君

宇賀神 裕一君  ㈱神戸製鋼所 土井様、細野様、本

日はよろしくお願いいたします。老人、身

障合同スポーツ大会、皆さまご苦労さま

でした。ハイキングお疲れさまです。田崎

支店長、入会おめでとう。名誉会員日下

田様、ようこそ。  

市村 忠男 君   ㈱神戸製鋼所 土井様、細野様、ご

来訪ありがとうございます。本日の卓話、

よろしくお願いします。足利銀行真岡支

店長田崎様、就任早々入会ありがとうご

おめで

とう！
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ざいます。よろしくお願いします。１０日の４

クラブ合同ハイキング大変お世話になり

ました。 

篠原  泉  君  ㈱神戸製鋼所 土井総務部長様、卓

話ありがとうございます。 

篠原 宣之 君  ㈱神戸製鋼所様より 土井部長様、細

野様、本日は卓話ありがどうございます。

足銀支店長田崎様、昨夜はお世話になり

ました。入会おめでとうございます。日下

田實先輩、ご来訪ご苦労さまです。 

岡本 俊夫 君  土井様、ご多用な中、本日はご苦労さ

まです。拝聴いたします。先日の日光ハ

イキングに参加の２２名の皆さん、素晴ら

しい１日でしたね。ご参加に感謝申し上げ

ます。田崎支店長、仲良くやりましょう。名

誉会員日下田様、ようこそ。 

福原 一郎 君  所用があり早退します。土井様の卓話

を拝聴出来ず、申し訳ございません。 

石田 順一 君  土井様、細野様、ようこそいらっしゃいま

した。卓話拝聴させて頂きます。細野さん

には、いつも真岡地区安管で、お世話に

なっております。今後とも、よろしくお願い

いたします。田崎支店長、“入金”歓迎申

し上げます。 

海老原 均 君  ㈱神戸製鋼所真岡製造所 土井様、

細野様ようこそ。本日は卓話よろしくお願

いいたします。足利銀行田崎支店長、ご

入会ありがとうございます。よろしくお願い

いします。 

田村 浩次 君  土井様、本日は卓話頂きありがとうござ

います。 

久保 康夫 君  田崎支店長、昨夜はお疲れ様でした。

ロータリー活動もよろしく。ちなみに田川さ

ん、前任の石井さんは、皆出席でした。

㈱神戸製鋼所様、本日は卓話ありがとう

ございます。 

齊藤 敏彦 君    ㈱神戸製鋼所 土井様、細野様、本

日は卓話ありがとうございます。  

大瀧 和弘 君   土井部長、細野係長、本日はよろしく

お願いいします。田崎様、入会おめでとう

ございます。 

小林 勇一郎 君  誕生日のお祝いを頂きました。ありが

とうございます。 

見目 良一 君  先日のハイキングではお世話になりまし

た。岡本さん、野沢さん、会長、幹事、夕

食ごちそう様でした。家内が『カムサハム

ニダ』と言っておりました。多分、岡本さん

は、『チョンマネヨ』と答えると思います。

（笑）㈱神戸製鋼所 土井様、細野様、

本日は卓話ありがとうございます。 

豊田 光弘 君   第４グループ合同親睦ハイキング、岡

本親睦委員長、多くの気遣いを頂きあり

がとうございました。天気も自然もおまけ

に酒も素晴らしい１日でした。これぞ『ロー

タリー』と実感いたしました。 

川堀 哲男 君  先日はハイキングご苦労さまでした。私

も共に『一部』参加出来て、とてもよかった

と思っております。差し入れのビールは、

おいしかったでしょうか？ 

柳田 尚宏 君   ㈱神戸製鋼所 土井様、卓話よろしく

お願いいたします。細野さん、ようこそいら

っしゃいました。ゆっくりしていって下さい。

足利銀行石井さんの後任田崎さん、これ

からよろしくお願いします。 

渡邉 佳寛 君   ㈱神戸製鋼所 土井様、細野様、よう

こそいらっしゃいました。卓話よろしくお願

いいたします。田崎新支店長、昨日は初

めからフランクなご挨拶を頂き誠にありが

とうございます。 

柳田 耕太 君  秋祭りの季節、実りに感謝しましょう。 

■１０月１３日までのスマイルボックス

本日もたくさんの

スマイルありがと

うございました！

前回までのスマイル繰越金 806,000

会員 51,000

ビジター 0

本日のスマイル合計 51,000

スマイル今期累計 857,000

前回までの米山繰越金 18,942

米山 0

米山今期累計 18,942

合計金額 875,942
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■卓話    ㈱神戸製鋼所  土井 正人 様 

 皆さま、こんにちは。神戸製鋼の土井でございます。本日

はよろしくお願いいたします。本日は、『神戸製鋼の事業展

開』という題目で、少し硬い話のようになっております。もし

題目が緩かったら、『土井がまた

何処かで変なこと喋っているぞ』

と社内で物議を醸しそうなので、

少し硬い題目にしてあります。軟

らかい中身で当社のことを知って

頂く機会にこの時間を頂戴したいと思います。 

 本日はＰＯＷＥＲ ＰＯＩＮＴ等は使わずに、神戸製鋼に

纏わる現物をいくつか持って来ています。 

 まず、この『うちわ』ですが、神戸製鋼ラグビー部が載って

います。『嘗ての』の言う言葉で表現されるようになったのが

甚だ悲しいのですが、神戸製鋼と言えばラグビーです。７

連覇をしたのも、今は昔です。私の部下にもラグビー部の

現役選手やＯＢがいた時期がありました。彼らには、『気を

付けないと、そのうちに古豪神戸製鋼と言われてしまうぞ』

と申していたのですが、今シーズンのスタート時に、メディ

アで『古豪神戸製鋼』と実況され

まして、『ああ、終わったな！』と

思いました。 次回、かつての部

下のラグビー部の現役選手やＯ

Ｂに会ったら、『古豪のつぎは、何

と表現されるかわからないぞ！』と発破かけよう思います。

今年もサントリーやパナソニックを相手に勝ち上がらないと

優勝にはたどり着きません。少し軟らかいお話で座が和み

ましたでしょうか？ 

 神戸製鋼は、こちらに進出しましたのが１９６９年です。私

は、最初の配属先がこの真岡事業所でした。３年間おりま

した。一昨年こちらに２１年ぶりに戻ってまいりました。真岡

の発展は目を見張るばかりです。宮岡橋が、現在は歩道と

自転車道になっている処が、当時の橋でして、それで驚き

ました。自転車が趣味なので、当時の宮岡橋を通ることが

あるのですが、隔世の感があります。北関東道、鬼怒テク

ノ道もしかりです。このような発展に伴って、我われの事業

もこの真岡の地が、非常に重要な位置づけになっておりま

す。 

 真岡事業所のプロフィールをご紹介させて頂きます。ア

ルミ板の工場が４３ヘクタールあります。月産３万トン、アルミ

の板製品を出荷しています。アルミ板の顧客先は、アルミ

缶の使用先が大半です。また自動車のパネル材にも使わ

れております。 

 こちらのアルミ缶は、真岡の工場で試作品として作った物

です。但し、神戸製鋼は、アルミ

缶を作っているのではなく、アルミ

板を缶材メーカーに供給してのる

であります。素材の供給をしてい

るのです。皆さまには、この機会

にぜひ知って頂きたいと思います。今、私の持っている物

は、貯金箱ならぬ貯金缶です。ノベルティに作ってみたの

ですが、実はこの缶よりも外箱の方が、値段が高いので

す。 

 次にこちらの品物ですが、ＣＤと思われるかも知れません

が、ハードディスクです。真岡事業所でハードディスクドライ

ブ用に使われているディスクの何割くらいを作っているか、

のお話をいたします。記録媒体は、磁気テープ、フロッピー

ディスク、ハードディスク、ソリットステートドライブと移行しま

した。記憶容量あたりの単価は、磁気テープが復権してい

ます。コールドデータとしてアーカイブしておく物は、テープ

に収めておくとコストが安くなります。但し、随時取り出せる

記憶媒体としては、ハードディスクドライブが、まだまだ優位

性があります。 

ハードディスクドライブのディスクは、ガラス基板とアルミ

基板の２種類があります。世の中の６割がアルミ基板のディ

スクです。そのアルミ基板のディスクの世界シェア６割を真

岡事業所が占めています。そして栃木県人として誇るべき

ことなのですが、アルミ基板のディスクは、１００％、栃木県

産です。古河系のＵＡＣＪの板と神戸製鋼の板が、打ち抜

かれてその後磁気メディアが塗られてハードディスクドライ

ブが完成します。世界の６割のハードディスクドライブは、栃

木県産なのです。この事を意識して頂けると、ハードディス

クドライブに録画したビデオを観るのも、感慨一入ではない

でしょうか？ 

自動車用のパネル材は、アルミの物と樹脂の物がありま

す。高級車、特に欧米ではアルミ製パネルが次々に採用さ

れております。鉄ベースだった物が、軽量化の切り札として

アルミ製パネルが採用されているのです。日本は、鉄の開

発力が強いので、アルミ製パネル採用の世界の流れとはま

だ一線を画しておりますが、徐々に国内メーカーでも採用

の動きがあります。国内メーカーで使用されているアルミ製

パネルの５割は、真岡事業所の物です。 
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次に、これは弁ばねです。弁ばね用線材を加工した物

なのです。何の弁かと言いますと、自動車の吸排気バルブ

に使われている弁です。エンジンの回転数に呼応してピス

トンが動き吸排気バルブが開閉します。そこに弁ばねが使

われているのですが、何回開閉が繰り返されようとも折れま

せん。神戸製鋼の技術者曰く、『他社は、こんな面倒な物

に手を出さないのだ。』 そうです。『折れない、キズが付き

にくい』という事で、ご好評を頂戴しております。神戸製鋼は、

鉄鋼業界での強みは、このような線材製品を作れることで

す。全世界の車の２台に１台は、神戸製鋼の弁ばねが使わ

れています。車に乗られた時に、『神戸製鋼の弁ばねが使

われているかも知れない！』と思って、アクセルを吹かすの

もまた感慨一入ではないでしょうか？ 

他に使い捨てカイロの鉄粉も神戸製鋼は供給しておりま

す。他社も作れますので、商品としての収益性は高くありま

せんが、ご紹介はさせて頂きます。 

それから電力のお話ですが、様々な場所でお話をさせ

て頂きました。適当なことをお話するよりも、きちんとした事

が書かれたテキストがあります。こ

ちらの神戸製鋼のグループ社内

報の８ページに、皆さまがご興味

のある事はおおよそ載っています。

夢物語を少しお話しますと、農作

物といっしょで電気も地産地消すればメリットが出で来る可

能性があります。これまで発電所は沿岸部にありました。沿

岸部から内陸部へ送電すれば良い訳ですが、送電ロスが

生じます。送っている途中で熱として逃げてしまうのです。

需要のある処の近くで供給も行なえば何らかのメリットが出

て来る可能性があります。電力の自由化において、価格の

設定のための役所会議が頻繁に行われておりますが、そ

の中でも地産地消の価格設定の有利なお話が出て来て

います。 

今まで神戸製鋼の素材系、電力系のお話をいたしまし

た。神戸製鋼は、３本柱でして他に機械系があります。今

日はラフテレーンクレーンのミニカーを持って参りました。こ

の色合いでしたらコベルコ建機のクレーンやショベルです。

あるいは、工場の中ですとコンプレッサー、空気圧縮機な

どもご利用頂いているかも知れません。空気圧縮機は汎用

品、非汎用品ともに高いシェアを頂いております。 

神戸製鋼と言う名前の通り、鉄鋼部門の比率についでで

すが、鉄、チタン、鉄粉、鋳鍛鋼品などの比率は、４割を

切っています。また最近は、『コベルコ』と言うトレードマーク

も前面に出して鉄のイメージだけに留まらないことＰＲさせ

て頂いております。 

他には自動車の端子、コネクター類も作っております。

欧米の車は、電装系がすぐに壊れる、日本の車は、電装

系があまり壊れない、と言われます。それには神戸製鋼の

銅板が一翼を担っていると思っております。車に乗られてイ

グニッションキーを回された時に、『神戸製鋼の銅板が使

われているかも知れない！』と思うと感慨一入ではないでし

ょうか？ 

神戸製鋼の中で真岡事業所は重要な拠点です。以前

はアルミ板の工場でしたが、３つの事業柱のうち素材系、電

力系の２つを有している事業エリ

アとして神戸製鋼の中でも注目を

集めています。真岡事業所は神

戸製鋼発展のエンジンとなって

います。皆さまと直接関わり会い

の持てる事は少ないかも知れませんが、折に触れて神戸

製鋼の製品を意識して頂けると感慨一入だと思います。こ

の真岡の地でのお仲間として、神戸製鋼真岡事業所を認

知頂ければと思います。甚だ雑駁ではございますが以上で

ございます。 

■次週例会報告   プログラム委員会  大瀧 和弘 君

■出席報告         出席委員会  柳澤 正弘 君 

本日のプログラム 

10/2３(木)  地区大会 

次回のプログラム 

1０/２７(木)  内部卓話 

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
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■月間予定（10月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11月）（11月）

7月出席率 8月出席率9月出席率10月出席率11月出席率12月出席率1月出席率2月出席率 3月出席率 4月出席率5月出席率6月出席率

95.05% 93.39% 94.03%

※例会欠席はAM11:00までに必ずTEL.0285(84)2511 FAX.0285(84)2510 にて事務局までお知らせください。

在籍　53名

例会日 出席義務 事前MU 事後MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率 月間出席率

補正後　9月29日 50 4 1 45 1 1 98.04%

本日　  10月13日 50 1 - 42 1 8 84.31%

出席免除者3名（有資格者　3名　＋　有理由者　0名）


