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例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 斉藤恵理子Ｓ.Ａ.Ａ. 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□本日のプログラム  

会員卓話  山崎 芳雄君 

 

会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶                    小嶋小嶋小嶋小嶋    修一修一修一修一    君君君君 

    

車上車上車上車上荒らしが車庫に荒らしが車庫に荒らしが車庫に荒らしが車庫に    

５年くらい前の夏、私は朝９時過ぎに自宅の裏

の旧製作所の事務所に行くことが日課となってい

ました。 

ある日、倉庫となっている奥の辺りが前と変わ

っているような気がして、「誰かいるのか？」と声

をかけました。するとモゾモゾと男が這うように

出できて「こんにちは」と言いました。驚いて「何

をしているんだ!!」と叫ぶと、「少し前からお世話

になっています。」と頭を下げました。 

 その男を事務所に連れて行き、名前・年齢・

どうして。また、いつからその場所に入り込んだ

のかと聞くと、「上田の企業に派遣で何年も働い

ていたが不況で解雇され、雨宿りのつもりで入り

込んで二か月以上になりましたが、その間一切悪

いことはしておりません。」と言うので、面倒なこ

とは苦労ですので『荷物を持って出て行け。警察

には届けない。」と言って追い出しました。 

２～３日経ってガレージを借りている方が、

「バックが置いてあるので見てくれ。」と言うので

中を調べると、財布・カードなどがたくさん入っ

ていました。男が寝ていた場所も同様でした。 

家内を呼んで「これこれで…」と話すと、「相

手は窃盗犯。また、被害届が出ているはずだから

…。」と怒られ警察に連絡しました。 

 

 一ヶ月ぐらい後、犯人を捕まえたということで

警察の方がこられ、いわゆる車上荒らしというこ

とでした。でも警察の方は、「男があなたに話した

ことは、盗みのことは別にして、名前・年齢・出

身地も全て本当のことを言っていた。」ということ

を聞き、何だか少しホッとしました。 

 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                山崎山崎山崎山崎    芳雄芳雄芳雄芳雄君君君君    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんにちは。今年２月に入会を致しまし

た、山崎芳雄です、宜しくお願いします。 

本日は、新入会員の卓話と言うことで時間を頂

きました。卓話と言っても私に皆さんに話せる様

な事は有りませんので、改めて自己紹介で私の卓

話とさせて頂きます。 

上田六文銭 RC に入会させて頂きましたのは、

私の 40 来のテニスの友人に２年程前にゴルフに

誘われ、その時にご一緒させて頂きましたのが、

西沢尚夫さんと図南の宮下社長でした。その後、

西沢尚夫さんとはゴルフを通じ、親しくさせて頂

いております。昨年末に西沢尚夫さんより入会を

勧められたのですが、仕事の関係で海外出張が多

く「とても週１回の例会には出席が出来ません」

と一端はお断りをしたのですが、今年に入り再び

入会の誘いが有り、西沢さんの押しと人柄に断り 
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きれずに入会を決意し入会をさせて頂きました。 

仕事で海外出張が多く、５年有効のパスポート

を増冊しても入出国のスタンプを押すページが無

くなり、５年を経過しないうちに新たに再発行を

する程海外に出掛ける事が多く、２年前までライ

オンズクラブに在籍をしていたのですが、まとも

に決められた役を全うする事が出来なく、クラブ

全体に迷惑を掛けてしまう事になるので年度の切

り替わり時期に脱会をしました。 

昨年より経営の一部を息子に任せる様になり、

海外出張の負担も少なくなった事も入会の決意と

なりました。出来る限り例会には出席をさせて頂

く努力は致しますので、宜しくお願いを致します。 

自己紹介ですが、私は 1950 年３月生まれの現

在 63 歳で、自宅は上田市踏入です。職業は、株式

会社マップエレクトロニクスの代表取締役で、48

歳の時に脱サラで現在の会社を設立致しました。

設立より 15 年目になり、昨年度平成 24 年度の売

上高はやっと 10 億を超すことが出来ました。 

社名からお宅は地図の会社ですか、エレクトロ

ニクスと付くからＧＰＳでも使って地図関係の仕

事をしているのですか？と良く聞かれます。社名

の英文名は“ＭＡＰ electronics co,.ltd.”Ｍ＝

Material A=All  P=Procurement で全ての材料

を調達する英文の頭文字を取って“MAP”としたの

ですが“エム・エイ・ピー”では言いずらいので、

英語のままの“マップ”と社名を付けました。営

業拠点は、八王子、品川と台湾の台北と高雄に有

り、取り扱い製品は産業機器、医療機器、IT 通信

関連機器に使う内部ユニットの電源、TFT 表示部、

無線ユニット等を台湾のメーカに ODM 生産委託を

して日本の大手メーカに納入をしております。 

最後に、５月に上田東 RC の 35 周年記念行事の

熱帯雨林再生プロジェクト事業に、西沢尚夫さん

と一緒にボルネオ島植樹ボランティアに参加させ

て頂きました。私にとって入会し早々にローター

リーの理念でも有ります社会奉仕と国際親善、人

道的な奉仕に微力ながら貢献が出来た事は大変に

良い経験となりました。 

壮行会に出席をして頂きました、小嶋会長、杉

山先生、また、クラブより餞別を頂きまして有り

難う御座いました。 

 

幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告                            水野水野水野水野    泰雄泰雄泰雄泰雄    君君君君    

 

１．RI 財団より  

・米山奨学会より 寄付金納入明細が配信。 

・ロータリー補助金ニュース（2013 年６月分） 

 

・ロータリークラブ定款の改訂等 

２．(公財)ロータリー米山記念奨学会より 

・ハイライトよねやま 159 号 

恵 送 

1. 会報 桐生赤城 RC より 

全会員配布物  

1. 上田六文銭 R.C.会報 761 号 

≪お知らせ≫ 

・当クラブコンペの出席をお願いします。 

・一年間ありがとうございました～最終夜間例会

の出席をお願いします。 

・上田東 R.C.コンペのお知らせ 

 

出 席 報 告        田中 栄一 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２９ ５ ０ ８２．７６％ 

前々回 ２８ １０ ６ ８５．７１％ 

 

ニコニコＢＯＸ      田中 栄一 君 

山崎 芳雄 卓話担当と言う事で緊張しています

ので、よろしくお願いします。 

小嶋 修一 山崎さん、宜しくお願いいたします。 

水野 泰雄 今日は楽しみで～す！山崎さんよろ

しくですー。 

柄澤  堯 あと２回で、今期も終わりですね。 

宮原 宏一 水野幹事さん、先週は「幹事の日」

大変お世話になりありがとうござ

いました。（先週は宮原君のピンチ

ヒッターで、水野幹事の幹事の日卓

話になりました） 

西澤 文登 今年度もあとわずか。小嶋会長・水

野幹事、ラストスパートですよ!!。 

中澤 信敏 ６月 29 日に、まじめな婚活イベント

を開催します。ご子息や社員さんで

興味のある方は、チラシをお渡しい

たします。 

杉山  裕 近くにスーパーができて見に行きた

いのですが、カミさんに「みっとも

ないから。」と止められています。  

（例会場内…クスクス） 

※その他、たくさんの会員から、「山崎さんの卓話

楽しみです。」とのメッセージが入りました。 

 

平野 成基君 池田 公秀君 笠原 一洋君 

北村 久文君 松澤 一志君 久保田正司君 

宮下 安仁君 宮澤 広一君 西澤 尚夫君 

生川 秀樹君 寺島  滋君 田中 栄一君 

山ノ内恵理君 山﨑 博太君  
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