２０２０年１月１７日（金） 雨
司 会：齋藤高子 副会場監督
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
マイ クアン リン君

ゲスト
川村 紀生 様

会長挨拶

第１５２３回例会

『自然の記憶の覚書』である。自
然ほど伝統に忠実なものはない」
とか「戦争はしなくても済むかも
しれないが、地震はよしてくれと
言っても待ってはくれない」「『知
らない』と『忘れた』は根本的に
違う」
。こんな先生がいたというこ
とをお伝えしたいと思います。
10 年も経つと天災を忘れてしま
いますが、東海沖地震は 2040 年に
は確実に来るという説もありま
す。常日頃から準備をし、いざと
いう時は助け合いたいと思いま
す。
幹事報告

今年 2 回目の例会です。あと半
年ありますが、
「百里を行くものは
九十里を半ばとす」という言葉が
あります。私もそれを肝に命じて
行っていきます。
今日は 25 年前、阪神大震災が有
った日です。地震のあと、3 月に建
築の仕事の関係で現地に行きまし
たが、倒れた高速道路や建物の鉄
筋が切れていたのは映像で見る以
上のすごさでした。震災が起こる
たびに見直しがされていますが、
新たにいろいろなケースも出てき
ています。
「天災は忘れた頃にやってく
る」とよく言われますが、調べた
ところ寺田寅彦が弟子の中谷さん
に常々語っていた言葉だそうで
す。寺田寅彦は物理学者ですが、
哲学的な思いを文章に書いたりす
る随筆家でもありました。
彼の言葉は他に「科学の法則は

・配付資料
ロータリーの友
１～3 月会費請求書
静岡第 5 グループ IM 案内
建国記念奉祝式典案内
上半期出席記録
・ガバナー月信・・各テーブル
・The Rotarian はルームに
米山奨学金贈呈
☆マイ クアン リンさん
今月、初めて SPI テストを受け
ました。予想以上に難しく、ネッ
トでやったら 60%しかとれません
でした。本番に向けてたくさん練
習したいと思います。
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誕生日祝
中村
峰野
鬼頭
辻
植山
鷹尾
石垣
木村

智次さん
好正さん
秀行さん
祥治さん
和人さん
政夫さん
清さん
嘉代子さん

８日
１３日
１５日
１６日古稀
２２日
２３日
２７日
２９日

スマイル
♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
2019-2020 年度の中間地点に差
し掛かりました。残り全力で走っ
ていきます。 川村様、本日は卓
話ありがとうございます。
♪鬼頭秀行さん
とうとう一昨日から後期高齢者
の仲間入りをしました。これから
は交通事故をおこさないよう、認
知症にならないよう、心がけて生
きて行きます。

♪田邉芳彦さん
先日、胃癌の手術後の一年検査
に行ってきました。結果は神様か
らお前はもう少し世の中に奉仕し
なさいと成りました。お陰さまで
転移も腫瘍マーカーもすべて問題
ありませんでした。皆様もう少し
お付き合いください。
♪内山義之さん
先日の創立記念例会、懇親会に
ご協力ありがとうございました。
また首里城火災の寄付金も重ねて
御礼申し上げます。全体で 74000
円をエイサーの希宝さんと折半の
形をとり、キリの良い数字にして
寄付する予定です。

卓話
ゲスト紹介：眞瀬悦邦さん
川村さんとは新都田の自治会の
役員会で知り合いました。今まで
の経歴を活かされ、自治会の活性
化を進めてくださいました。
☆川村 紀生様

まず自己紹介ですが、娘が 2 人
います。四日市工業卒業後すぐ、
浜松製作所に入りました。当時ホ
ン ダ が 初 めて 作 っ た車の 立 ち 上
げ、そして埼玉の新しい製作所で
塗 装 部 門 を中 心 に 仕事を し ま し
た。設備関係の新しい技術導入が
専門で、失敗の連続でしたが、ど
ういうわけか、30 代後半に米国に
転勤。2 輪の製造会社の立ち上げを
始めました。3 年で帰国する予定で
したが、その後、景気が良くなり
車の立ち上げに関わって・・とや
っているうちに定年までいること
になりました。

苦労はしましたが、楽しい時代でし
た。地域貢献には全く関係なく、朝
から仕事だけをして過ごしました。
定年後帰ってきて、地元に貢献し
ようと、自治会長 2 年、連合会長 1
年務めました。並行して大学（大学
院）で経営の話（アメリカの経験）
をシェアして来ました。市の見守り
隊も 3 年ほどしましたが、今は何も
していません。
まずアメリカのトランプさん、か
れは好き勝手にやっています。アメ
リカの経常貿易の赤字をなくし、仕
事を持ってきたい。米国の人口は移
民によって増え続けているから、メ
キシコの国境に壁を作るとも言っ
ている。米国、カナダ、メキシコの
自由貿易協定の NAFTA について
もトランプは仕切り直しを提案し、
そのためトヨタもマツダも米国に
工場を作るようになっています。
トヨタの裾野市実証都市計画。良
いイメージの未来都市ができるの
ではないかと思っています。自動
車、電気、IT などの先進技術を全
部とりいれたモデル都市づくりが
コンセプトです。
リーンマンショックの前年 2007
年、自動車の米国総販売台数は
1600 万台でしたが、1200 万台まで
落ち込みました。でも日本より回復
は早く、去年は 1700 万台。日本は
わずか 500 万台。正常な経済状態
に戻っています。これからアメリカ
では自動運転、電気自動車。特に無
人運転での大陸間の輸送が運転手
不足の問題解消のために必要で米
軍と一緒に考えています。
決められたルートを走るのは開
発画進んでいて、転がっている石こ
ろをリアルタイムで検知しながら、
安全な移動ができる時代がもうす
ぐそこに来ています。すでに障害物
があると止まるとか、車線を認識す
る車はあります。無人運転はそれ以
上にリスクがありますから、更に安
全なデータを求めています。
その先はハンドルもペダルもない
車が数 10 年先にはでてくるでしょ
う。するとエンジンや部品も変わり
ますから、後継者のことも考えない
といけません。
今の GPS で地上のものを測定す
ると 50cm の誤差がありますが、
5cm のものが実証されています。

世の中はどんどん変わっていきま
す。ドローンの研究も農業関係を中
心に農作物の管理に使われていま
すが、物流にも欠かせなくなってき
ます。
ホンダがトヨタより先に米国は
行ったのは、1 番になりたいという
宋一郎の夢もありましたが、米国の
環境規制や急劇な円高という理由
もありました。各工場はそれぞれ独
立しています。ホンダ・オブ・アメ
リカ、統率会社はオハイオにあり、
ホンダセールスと SED と互いの事
業をチェックしながらやっていま
す。
ホンダの場合、現地へ行って確か
め相手とわかり合うという最初の
事業の研究段階、営業が出て地盤作
りの後に商品のコンセプトを把握
した研究開発の出店ができ、工場が
でき、部品メーカーのコストを下
げ、やっと収益が出ます。一番大事
なのはアメリカ人を使って、アメリ
カ人が自分たちの会社を作ってい
くということだと思います。ホン
ダ・ウェイと言っていますが、皆さ
んも自分の経営哲学を其々お持ち
だと思います。企業としての志、全
従業員にいわゆる躾ができている
ことが、良い品質の車を作れること
だと思います。車は一人ひとりの工
程が品質作りになりますが、社員一
人一人把握できるのは 250 人まで。
ですから、ホンダの哲学、最初から
大きな投資をしない。リスクを小さ
くする。重要なのは小さく生んで、
哲学を持つ。ホンダは考えているよ
り行動する、走りながら物を考えま
す。そして、任せる。任せるのは難
しいですが、後継者を作るには任せ
ないと若い者は育たないのが私は
実感しています。それはどこの国へ
行っても同じだと感じました。
≪出席報告≫
出席報告≫
マイ クアン リンさん
会員数
５０名
出席者数
３１名
出席算定会員数
４４名
出席率
７０．４５％
７０．４５％
前々回出席者数
３４名
前々回出席率
８４．４４％

