
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□会員数：３２名（免除者：４名）

□出席者：２４名 □欠席者： ７名

□メイク： １名 □出席率：７８．１２％

□結婚記念日 …大森、中川、宮本、尾野

□配偶者誕生日…堀越

□特別スマイル

・１０月２４日、双子が産まれました。６人家族に

なりました。元気に育ってくれれば良いです。

（吉岡 亨）

幹事 尾野 剛章

・第４５回聖恵文化祭について

日時 １１月２３日（金）

（今回はボランティアの募集はございません。）

・例会終了後、定例理事会

１１月 大森 寛会員

会長 板場 英行

朝夕の気温低下に秋の深まりを一段と感じる現今で

す。北海道、青森県では、初冠雪がみられたという

冬間近の情報もあります。早めの寒さ対策を講じた

いところです。３４年ぶりの日本一を目指す広島カー

プ、福岡に行き勢いに陰りが窺える戦況です。今日

の試合、そして週末からの地元でカープらしい昇鯉

の戦いを展開してくれることを祈りたい。

平成３０年も残り２カ月となりました。平成最後の

秋冬、災害のない平穏な日々を切望します。今月は

ロータリー財団委員会の担当月です。１１月１５日

に親睦旅行例会が企画されていますので、通常例会

は１日,８日,２９日の３回です。２９日は年次総会

です。

ロータリーの友１１月号、ガバナ―月信Vol.５が各

会員のボックスに届けられています。ロータリーの

友１１月号には、バリー・ラシンＲＩ会長の国際大

会参加をすすめるメッセージが述べられています。

「ロータリー財団月間」の特集では、先日の地区大

会で基調講演されました北清治ロータリー財団管理

委員による委員会の動向と最新情報に加え、３つの

地区での補助金申請・活用の実態、国際親善奨学生

によるミャンマーでの平和構築の取り組みが報告さ

れています。「世界インターアクト週間」特集では、

ロータリアンに学ぶ奉仕の心と題した５高等学校の

インターアクト活動がレポートされています。また、

１０月２５日の世界ポリオディに因んだポリオ撲滅

のガイドと最新情報が詳細なカラーイラスト入りで

紹介されていますのでご一読ください。裏コンテン

ツには、沖縄県浦添ＲＣで３代続く女性会長の奮闘

記、２８ページには、外貨コイン募金取り組みの活

動が報告されています。

最後に、１１月３日文化の日に竹原市市制施行６０

周年記念式典が開催されます。クラブを代表して出

席してまいります。

事務局／〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651
E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp
http:www.takehara-rc.com

例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム １１月８日 次週のプログラム １１月１５日

ロータリー財団・米山委員会担当例会 親睦旅行例会(高知）

【 ２０１８年１１月１日 第２６３３回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子
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副 Ｓ Ａ Ａ 高橋 靖彦
直 前 会 長 鴨宮 弘宜
管 理 運 営 山根 積
会 員 組 織 荒谷 隆文
奉 仕 西岡 一道
広 報 市川 重雄
Ｒ財団米山 小坂 啓子
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「あきらめないこころ」

会員 野田 眞治

皆さん、こんにちは。豪雨

災害から４か月たちますが、

いまだに生活が元に戻って

いない方々がおられますこ

と、謹んでお見舞いを申し

上げます。また竹原で陶芸

活動をされている今井政之

先生が文化勲章を授与されることが決まり大変嬉し

く思っております。

私は、本年７月からロータリアンとして皆さんと席

を同じにさせて頂いています。本日は広島県竹原市

で操業している三井金属とはこんな会社であること

をご紹介させて頂き、私がこれから日本を背負って

もらう若い人たちにこんなことを思って仕事をして

ほしいと指導していることをお話しさせて頂きます。

先ず改めて自己紹介させて頂きます。

私は、昭和３８年８月福岡県生まれの現在５５歳に

なります。平成元年に竹原製煉所に新入社員として

入社し、平成１３年までの１３年間竹原に勤務して

おりました。そのあと福岡県大牟田市にあります三

井金属の関係会社である三池製錬株式会社で平成２

３年までの１０年間勤務していました。竹原の工場

も大牟田にあります工場もいずれも金属を製錬する

会社です。平成２３年から平成３０年まで東京の大

崎にあります三井金属の本社で勤務しており、今年

１７年ぶりに竹原に戻ってきました。生まれ故郷の

福岡では高校生までいましたので、福岡で生活して

いた時代の次に長く生活していた竹原ですので帰っ

てきた感じで一杯です。

それでは先ず三井金属とはいったい何をしている会

社なのか。三井金属のスローガンは「マテリアルの

知恵を活かす」です。三井金属は、亜鉛、鉛、銅、

ニッケル、インジウム、パラジウムなどの多数の金

属というマテリアルをいろんな形に加工して製品化

しています。

例えば、バッテリーで代表される製品としては、ハ

イブリット車用の車載電池の原料です。ハイブット

車が搭載するニッケル水素電池向けのMH合金、アル

カリ乾電池に使用されるMFジンセルなど、多彩な電

池材料を供給しています。当社は永年にわたり幅広

い電池材料を供給し、電池の進化と共に歩んできま

した。モバイル機器や電気自動車に使用されるリチ

ウムイオン二次電池用のマンガン酸リチウムやニッ

ケル酸リチウム、ハイブリット車が搭載するニッケ

ル水素電池向けのMH合金（水素吸蔵合金）、アルカ

リ乾電池などに使用されるMFジンセルなど、人々の

生活の隅々に行き渡る電池の働きを高機能な素材で

支えています。

【触媒】排気ガスによる大気汚染の低減に貢献する

触媒を生産・販売。近年は世界各国の環境規制の強

化により、自動車排ガス浄化用触媒を中心に、地球

環境の保護に貢献する商品としてその役割が注目さ

れています。 日本国内のみならず、中国、インド、

タイ、インドネシア、ベトナム、北米にも生産拠点

を置き、自動車用触媒（ガソリン車、ディーゼル車、

二輪車）を主体に、世界各国の規制に対応する触媒

をグローバルに供給するほか、脱臭触媒にも永年の

実績を有しています。さらに将来の規制動向に対応

する先端触媒を開発しています

【銅箔】パソコンや携帯電話をはじめあらゆる電子

機器には、ICチップなどの非常に小さな部品を配置

し、細かな配線を施した電子回路基板が使われてい

ます。この基板に必要不可欠なプリント配線板材料

である電解銅箔です。当社は電解銅箔のトップメー

カーとして、汎用品から超精細な回路形成を可能に

する先端品まで、幅広い品揃えと開発力で市場を常

にリードしています。日本を技術拠点として、アジ

ア・北米の各地域に生産加工拠点を拡げ、世界中の

最先端デジタル機器の進化を支えています。

【機能粉】太陽電池などの原料に使われたりする銅

などを中心とした非常に細かい金属の粉を作って携

帯電話などの部品に活用されています。

【薄膜材料】液晶テレビ、スマートフォン、タブレッ

ト等の電子機器には、数種類の薄膜を積層した回路

が形成されています。薄膜とは名前の通り、μmレ

ベルの「薄い膜」となります。これらの薄膜を形成

するために、スパッタリングという技法が用いられ、

その原材料となるものが、スパッタリングターゲッ

トです。当社は各種用途に応じた様々な組成のター

ゲット材を開発し、エレクトロニクス産業の中で幅

広く貢献しています。

【セラミック】近年ますます需要が高まる、エレク

トロニクスセラミックスの製造に欠かせない焼成炉。

その内張煉瓦や窯道具、非鉄金属溶解炉用煉瓦など

を製造しています。また、溶融アルミニウムへの混

入物を除去するメタロフィルタは、ろ過効果が高い

フィルターとして世界から高い評価を得ており、各

国でアルミ飲料缶の生産に貢献しています。

その他、高機能セラミックスの新規開発、用途開発、

普及にも取り組んでいます。

【亜鉛、鉛、銅】三井金属が展開する事業の源流、

非鉄金属製錬。一世紀以上の歴史をもつ企業ならで

はの高水準の生産性で、産業の基盤となる素材を提

供しています。また、非鉄金属資源のリサイクルを

中心に、地球規模の環境改善に向けた取り組みを推

進しています。

【自動車部品事業】自動車に利用される高品質の機

能部品を開発・生産しています。なかでも自動車用
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サイドドアラッチは世界市場においてトップクラス

のシェアを占めています。日本国内の他、アメリカ、

イギリス、中国、タイなどに生産拠点を構え、グロー

バルなニーズに応える最適なデリバリー体制を確立

しています。また、エレクトロニクスと機能部品を

制御するシステム開発を行うなど、高付加価値で高

品質な製品開発を行っています。

では、竹原では何を生産しているかでありますが、

三井金属は金属を製錬する基本的な技術を生かして

多岐にわたる多角化を推進してきました。そのため

竹原には三つの異なった工場があります。電池材料

工場、金属工場、薄膜材料工場であります。

電池材料工場では、水素吸蔵合金やマンガン酸リチ

ウムといったハイブリットの電気自動車トヨタのプ

リウスに搭載されているような電池の原料を生産し

ている工場です。水素吸蔵合金は、レアアースと呼

ばれる希土類元素とニッケルを主成分とし、電池と

しての長期信頼性や出力特性を維持するための様々

な添加元素を加えて合金化しています。多元素の金

属を均質に合金化するための高度な技術と評価技術

によって車載用電池材料として用いられる高い品質

を実現しています。マンガン酸リチウムはリチウム

とマンガン原料を主成分とした車載用電池として開

発された原料であります。いずれも車載用電池材料

として使われるものでありますから、信頼性、安全

性を最優先に製品の開発を進め商品化しております。

金属工場では、鉛、銅、貴金属のマテリアルリサイ

クルにより、有価金属を回収しています。この金属

工場では鉛主体に生産しておりますが、鉛を作る過

程で副産品として回収される金、銀、白銀の貴金属

類や錫を生産しています。錫はコップや宝飾品に使

われています。最近では、配電子基板、つまりパソ

コンや携帯電話の中にある銅や貴金属を含んだ基盤

を高温で溶解し、銅を多量に含んだ金属の塊として

回収し、銅の原料としています。

また薄膜材料工場では、当社他工場からのインジウ

ムスクラップをリサイクルしてインジウム原料メタ

ルを生産しています。このメタルから酸化インジウ

ム、酸化錫、酸化ガリカムなどを使って液晶画面用

の透明電極材、また、映像機器の電子素材などに使

われています。金属粉工場では、超微粒の金属粉を

生産し、回路基板用の電動ペーストに使用されてい

ます。

企業は利益を追求するだけでなく、組織活動が社会

へ与える影響に責任をもち、あらゆる利害関係者、

消費者、投資家など、及び社会全体からの要求に対

して適切な意思決定をする責任があるとの認識をし

ております。また、我々の事業は地域との共存・共

栄がわたくしたちのものつくりの原点と考えており

ますゆえ、そのため、豊かな人間社会をつくるため

の「ものつくり」を通じ、常に地域社会への貢献と

連帯を大切にしています。

また、竹原製煉所には約500名の方が働かれており、

昼夜問わず、２４時間の操業体制で稼働しておりま

す。さらには協力会社の方々も500名程関与従事さ

れていますので、大変皆様にはお世話になっている

次第です。

さて、私の会社生活も３０年を迎えようとしている

ところではあります。この３０年間で沢山のいろん

なことがありましたが、やはり、安全な工場にして

いきたいと考えています。毎朝「いってらっしゃい」

と自宅から送りだされた御主人がちゃんと夕方には

「お帰りなさい」と迎えられるように帰してあげる

ことが最も大切なことであると感じている次第です。

私達の工場は1000度を超える溶けた金属を扱う高温

高熱の作業場での作業があり、たくさんの機械も稼

働しているところもあり、重量物もたくさん扱って

いますので、一般の生産現場よりもより危険な職場

でもあります。ですので、工場で作業をしている方々

には集中して作業してもらいたいです。そのためメ

リハリをつけた生活をしてもらいたく思っておりま

す。仕事に於いても目標に向かって楽しく明るく取

り組んでもらわないといけませんし、目標に達成し

た時には皆で褒めてあげることも大切だと感じてお

ります。楽しく、明るく作業するには安全に仕事が

出来る会社にしていかなければなりません。そこで

私は作業中に怪我をしない、仲間に怪我をさせない

ために、３現主義を実践するように指導しています。

３現主義とは、現場・現物・現実の三つの現を重視

すること。問題が発生した時に、机上で判断するの

ではなく、現場で不具合の起きた現物を観て、どの

ような状態であるのか現実を確認することで解決を

図ることであります。この手法は生産分野において

特に重要とされてきたもので、日本の高度経済成長

を支えた精神として認識されることもあります。最

近では、パソコンの急速なる進化、仕事のやり方の

変化で、現実の中の真実をよく観察して何が起きて

いるかを把握するという基本中の基本が抜けている

ように思っています。

また私は、最近の若手にあきらめない心を持つよう

な人間になってほしいと願っております。仕事でも、

趣味でも、家庭生活においても自分がやりたいこと

は決してあきらめずに最後までやり遂げてもらいた

いと心底思っております。野球選手のイチローは、

「結果が出ないとき、どういう自分でいられるか。

決してあきらめない姿勢が何かを生み出すきっかけ

を作る」とも言っておりますし、最後までやり遂げ

ることによって、きっと将来の自分の為になると思

います。また、ここで大切なのは、人の意見に流さ

れず、正しいことだと感じているなら、自分の思い

をぶつけて欲しいと感じています。

このたび竹原・安芸津を中心に「吟ずる者たち」と
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いう映画が油谷監督のもと、撮影されます。この映

画のテーマは「百試千改」（ひゃくしせんかい）で

あります。これは百回試して、千回改める。決して

あきらめないことにあります。酒作りの難しさを表

現される映画のようで、まさしく最後までやり遂げ

ることを題材とした映画であり、私も大変楽しみに

しております。

僭越ではありますが、私は、諸先輩方に教わったこ

とを後輩に伝え、また後輩をより良い人間に育てて

日本の発展に繋げていかなければならないと思って

おります。製煉所も竹原の一員として盛り上げてい

きますので今後とも宜しくお願い致します。

本日はご清聴ありがとうございました。

□日 時 平成３０年１１月１日(木）

□場 所 大広苑

□出席者 ９名

□議 題

①親睦旅行例会の件 承認

②忘年家族例会の件 承認

③因島RC創立５０周年出席の件 承認

④４クラブ合同例会の件 承認

⑤外部卓話の件 承認

⑥新年互礼会の件 承認

⑦ポリオプラス寄付の件 承認

⑧月見例会決算の件 承認

『はや６０年 歴史をつなぐ 竹原市』

『コイとタカ 勇姿ガップリ 秋の空』

『想定外 第７戦を 山と見た』

金澤 節生

『憧憬の 灯り見つめ 地域に感謝』

『季節を感じる 庭のもみじの やや紅葉』

市川 重雄
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