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卓話 「春の移動家族例会」
　　　　　　　　　　　京都　松山閣　松山
Weekly No. 1529は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1530は田中（孝）委員長が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 石﨑会長

先週内容

次週 第1530回 例会予告　平成26年4月7日

卓話 「国際緊急医療活動からの学び」
 　　医療法人瑠璃会AYクリニック
  中井 隆陽 様
   髙木委員長ゲスト

今週の歌 「富士山」

第1529回例会　平成26年3月24日

私は1970年（昭和45年）１月、九州・佐賀
より、吹田の商事会社に就職しました。すぐに
大阪万国博覧会（3/14～9/13）が開催され、
この江坂もこれを契機に大いに発展を遂げて
いった時期でありました。

識字率向上月間

当時、電卓戦争（50社が参入）が始まり、私
はシャープ電卓の電子基板を担当しました。
シャープの電卓事業の前身は、茨木にあった
日本計算機を吸収合併しました。英国製の電
卓は真空管であったが、その頃、シャープは
LSI（大規模集積回路）に置き換えることに成
功しました。
私は、東京の基板メーカーに出向し基板製
造に専従しました。このメーカーは、基板価格
競争のため1971年、韓国に基板工場を設立し
ました。私も社員採用面接に加わり、20名採
用予定に400名の面接者が行列し、当時の月給
は5米ドルでした。（１＄＝360円・1973年か
ら変動相場）。以降、月産10万台の基板生産に
なりましたが、競争激化のため長くは続きま
せんでした。
韓国基板工場は、電卓から産業用基板にシ
フトし活路を探しましたが、結果、韓国から日
本個人名の付いた企業名は排除され、「大徳電
子」（現在は上場企業 Deaduck Electoronics）
となりました。そして、日本の工場も吸収され
ました。
私はこの電卓戦争が終わる数年前（1977年）
集積回路設計を事業とし、独立しましたが、
待っていたのは、ゲーム機戦争（インベーダー
からニンテンドー、ソニープレステ）が興った
のです。

このような企業戦争の中で、20数年間「電
子立国日本」が繁栄し、1991年バブル崩壊と
ともに半導体業界は次第に凋落していきまし
た。
「電子卓上計算機」は1964年（東京オリン
ピック）、シャープの電卓１号機（40㎝・20㎏）
の値段は53万円（大卒初任給が21,500円）。当
時ほぼ同じ値段でブルーバードの新車が買え
ました。車は性能が上がって値段も高くなっ
たが、電卓は53万円の商品が100円まで下が
りました。こんな例は電卓以外にないでしょう。
そしてこれから……携帯戦争異変です。
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私は1970年（昭和45年）１月、九州・佐賀
より、吹田の商事会社に就職しました。すぐに
大阪万国博覧会（3/14～9/13）が開催され、
この江坂もこれを契機に大いに発展を遂げて
いった時期でありました。

幹事報告 井伊幹事

◦次週は理事会を開催致します。理事の方は
ご予定して下さい。

出席報告
●会　員　数 50名 ●来　　　客 7名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 90.48％
●2月24日の出席率（メーキャップを含む） 100％

澤井委員長

当時、電卓戦争（50社が参入）が始まり、私
はシャープ電卓の電子基板を担当しました。
シャープの電卓事業の前身は、茨木にあった
日本計算機を吸収合併しました。英国製の電
卓は真空管であったが、その頃、シャープは
LSI（大規模集積回路）に置き換えることに成
功しました。
私は、東京の基板メーカーに出向し基板製
造に専従しました。このメーカーは、基板価格
競争のため1971年、韓国に基板工場を設立し
ました。私も社員採用面接に加わり、20名採
用予定に400名の面接者が行列し、当時の月給
は5米ドルでした。（１＄＝360円・1973年か
ら変動相場）。以降、月産10万台の基板生産に
なりましたが、競争激化のため長くは続きま
せんでした。
韓国基板工場は、電卓から産業用基板にシ
フトし活路を探しましたが、結果、韓国から日
本個人名の付いた企業名は排除され、「大徳電
子」（現在は上場企業 Deaduck Electoronics）
となりました。そして、日本の工場も吸収され
ました。
私はこの電卓戦争が終わる数年前（1977年）
集積回路設計を事業とし、独立しましたが、
待っていたのは、ゲーム機戦争（インベーダー
からニンテンドー、ソニープレステ）が興った
のです。

ゲ　ス　ト

 大　阪　梅　田　R　C 神　寳　敏　夫　様
 吹田ローターアクトクラブ 大　原　康　史　様
 　　　　〃 上　本　ひとみ　様
 　　　　〃 渡　辺　真　明　様
 　　　　〃 黒　川　佳　子　様
 　　　　〃 足　立　将　一　様
 　　　　〃 笠　原　千紗子　様
 　　　　〃 高　津　未　来　様

佐藤委員

大藤委員長社会奉仕委員会

⒈3月25日（火）午前10:30より、社会奉仕委
員会事業執行を、吹田市立こども発達支援
センターにて執り行います。
⒉3月13日（木）午前10時から午後４時まで、
ビケンテクノ様にて事業所献血を行いまし
た。ご参加いただけたロータリアンの皆様
ありがとうございました。尚、参加団体につ
きましてはデータがまだまとまっていませ
んので、次回発表いたします。

　吹田西ロータリアン参加者
　井伊幹事、本田会員、澁谷会員、河邊会員、
大藤会員

紙谷委員長親睦活動委員会
春の移動例会の出欠の確認を行っておりま
すので、例会終了後でも結構ですのでご協力
お願い致します。
・平成26年４月7日（月）18:00
・京懐石　松山閣　松山
・江坂東急インより貸切バス　15:45集合

木瀬部屋千秋楽パーティーが、3月23日
18:50から、全日空ホテルで行われます。会費
は10,000円。出席いただける方は、瀧川会員か、
事務局、または私の方へご連絡お願い致します。

このような企業戦争の中で、20数年間「電
子立国日本」が繁栄し、1991年バブル崩壊と
ともに半導体業界は次第に凋落していきまし
た。
「電子卓上計算機」は1964年（東京オリン
ピック）、シャープの電卓１号機（40㎝・20㎏）
の値段は53万円（大卒初任給が21,500円）。当
時ほぼ同じ値段でブルーバードの新車が買え
ました。車は性能が上がって値段も高くなっ
たが、電卓は53万円の商品が100円まで下が
りました。こんな例は電卓以外にないでしょう。
そしてこれから……携帯戦争異変です。

吹田ローターアクトクラブ
のみなさん
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◆家村会員
長い間、皆様方に大変お世話になり、御
愛顧賜りました、そば処くりーん亭を4
月末日をもって閉店と致します。本当に
長い間お世話になりました。御礼を申し
上げます。

◆木田会員
ようこそ、吹田ローターアクトの皆様。

◆佐藤会員
ローターアクトクラブの姪が出席して
いるので。

◆杦本会員
東北の震災3/11が結婚記念日でした。
美しいお花が自宅に届き、部屋を飾っ
てくれました。

◆宮川会員
若者が沢山育って参ります。坂口パス
ト会長ご指導ありがとうございました。

◆瀬川会員
確定申告時期につき、2週欠席しました。

◆水間会員
妻の誕生日祝いのお礼と欠席のおわび。

ニコニコ箱 西村副SAA

◆木下会員
先週無断欠席を致しました。申し訳ご
ざいません。

◆瀧川会員
万博鉄道まつり、是非ご来場下さい。

◆西村会員
結婚記念日のお花ありがとうございま
した。

◆本田会員
明日18日より春彼岸。彼岸団子とお墓
参り。ご縁を大切に！
──────────────────
 本日のニコニコ箱 35,000円
 累計のニコニコ箱 1,241,550円

　交通担当　澁谷副委員長社会奉仕委員会

春の全国交通安全運動が、4/6㈰～4/15㈫
まで行われます。それに伴って『迷惑駐車追放
合同パトロール』が4/8㈫に行われますので、
参加のご案内です。
集合は4/8㈫ 9:30、江坂公園の噴水前です。
ぜひ一人でも多く参加して頂き、吹田市地域
交通安全活動推進委員の毛利パスト会長を盛
り上げて頂きたいと思います。

迷惑駐車追放合同パトロールのご案内

木田委員長新世代奉仕クラブフォーラム

ただいまより、新世代奉仕委員会のクラブ
フォーラムを開催いたします。
みなさんご存知のとおり、昨年度より国際ロー
タリーから四大奉仕であったのが、新世代奉
仕が加わり五大奉仕に変わりましたが、本年
度途中に青少年奉仕と呼び方が変わりました。
青少年という意味合いでは、吹田西ロータリー
に関係のある吹田ローターアクトをお呼びし、
会長卓話及び、バズセッションをする事で、青
少年との意見交流を行っていただきたく思い
ます。ロータリーの皆様方のアドバイス等し
てあげて下さい。宜しくお願いします。
こおからは、ローターアクトの雰囲気を味わっ
ていただくため、幹事の上本さんにバトンタッ
チをして進めてもらいます。宜しくお願いし
ます。
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ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を
ENGAGE ROTARY  CHANGE LIVES
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まずはじめに、この度は貴重なお時間の中、お
招き頂きまして誠にありがとうございます。
吹田ローターアクトクラブは毎年、吹田西ロー
タリークラブ様の例会へ訪問させて頂き、我々
のクラブの活動報告をさせて頂いております。
今回は会員達の要望により、少しでも皆様方
とお話をしたいとの事で、活動報告を資料化
いたしまして、あらかじめご用意させて頂き
ました。お時間がある時にでも一読頂けまし
たらと存じ上げます。

ここでローターアクトクラブについて簡単に
説明させて頂きたいと思います。
ローターアクトクラブ18～ 30歳までの青年
男女のための、ローターアクトクラブが提唱
している奉仕クラブでして、学生から社会人
まで様々な方が所属しております。入会動機
は人それぞれでして、人前で立って話すことで、
リーダーシップ性を培ったり、あるいは様々
な職業の方との出会いや交流、など会員一人
一人が目標をもって活動しています。

そしてローターアクトクラブの最大の難問と
いたしまして、30歳になると卒業しないとい
けないので、常に入会者を増やさない限り、ど
んどん会員が減少していくといった現象に
陥ってしまいます。ですので、我々は「会員増
強」といったテーマと常に向き合っています。
今回もし例会が終わりまして、少しでもご興

味頂けましたら、是非とも我々吹田ローター
アクトクラブの例会へお越し頂けたらとても
光栄です。

最後になりましたが、本日は短い時間ではご
ざいますが、最後までどうぞ宜しくお願い申
し上げます。

吹田ローターアクトクラブ
会長　大原 康史 様

【今後の予定と兼題】
　第三百二十三回句会　平成26年4月21日
　兼題 「おぼろ」「巣箱」当季雑詠　　　　※出句は7句

－クラブ俳句同好会－
第三百二十二回句会
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