
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO 

YAMANOTE 

ROTARY CLUB 

JAPAN 

2010/2011 

BUILDING COMMUNITIES 

BRIDGING      CONTINENTS 

RI会長 レイ・クリンギンスミス 
 

LETS.MOVE! 

YAMANOTE25 

会長 江中 武久 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 江中会長 

ロータリーソング・・・・・ 「我らの生業」 

                            ソングリーダー ： 生駒昌太郎さん  

ビジター・ゲスト紹介・・             親睦委員会 

会長報告・・・・・・・・・・・    江中会長 

委員会報告・・・・・・・・・    各委員会・同好会 

幹事報告・・・・・・・・・・・    片岡幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・       SAA 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・ 「 私 の履 歴 書 」  小野佐千夫会員 

次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 

2010年 8月 19日（木） 

ガバナー公式訪問 

 

会員数  62名（対象） 61名 

当日出席数   36名（59.02%） 

前回修正出席率         （80.33%） 

ガ バ ナ ー   辰野克彦さん（東京西 RC） 

地 区 幹 事  小島  篤さん（東京西 RC） 

ガバナー補佐 小粥定美さん（東京成城新 RC） 

グループ幹事 榎本又郎さん（東京成城新 RC） 

大 石 茂 夫さん（東京日本橋西 RC） 

斎藤ラッセルさん（東京レインボーRC） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●

５１０会開催のお知らせ（川手 世話人） 

10月 6日（水）18:00～ 

青山ダイヤモンドホール 

B1「セブンシーズ」 

多数ご参加頂きますよう、お願い申し 

上げます。 

 

●  

本日の合計       ９２，３２０円 

パクパクポット             １，５００円 

       累計             ５０５，９２８円 

皆さん毎日お熱うござい

ます。当社お得意先はこの暑さでニコニ

コしております。得意先はビール・飲料メ

ーカーさんです。

先週、新婚旅行以来

7年ぶりにイタリアのフィレンツェに行って

きました。日本より涼しく、食が進み、6日

間で 14食パスタをいただきました。 

辰野ガバナーお暑い中

を、よろしくお願いたします。 

誕生日のお祝ありがとうございます。 

ガバナー公式訪問を歓

迎いたします。 

猛暑が続きますね。 

呉々もお体に気をつけて下さい。 

辰野ガバナー、暑い

中をようこそおみえ下さいました。有難う

ございます。宜しくご指導願います。 

孫娘を連れての富士登山、叱咤激励し、

ようやく登頂しました。 

辰野ガバナー、小島幹

事、小粥ガバナー補佐、榎本グループ幹

事、ようこそいらっしゃいました。 

残暑お見舞い申し上げ

ます。 夏カゼがようやくなおりました。 

辰野ガバナーには初め

てお目にかかります。ようこそおいで下さ

いました。当クラブも、時代を反映してか

会員の新旧入れ替りが目まぐるしい状況

にあります。今日のロータリークラブの新

しい運営の指針となるようなお話をお聞

かせ下されば心強いことと思います。 

あまりに暑いので、カミ

さんを愛している！！と言うのもめんどう

くさくなりました。 

会長・幹事との協議会 

（辰野ガバナー、小島地区幹事、小粥ガバナー補佐、

小島グループ幹事、江中会長、渡邊（惠）エレクト、

片岡幹事） 

 

卓話  辰野克彦ガバナー 



残暑お見舞申し上げま

す。辰野ｶ ﾞ ﾊ ﾞ ﾅ ｰ卓話宜しくお願い致し

ます。 

ガバナー、山の

手ロータリー公式訪問ありがとうございま

す。私も J.Cを卒業して 39年になりました。

J.C時代はお世話になりました。

ご無沙汰しました。8月は

2週間涼しい北欧で過ごしました。鈴木さ

ん弊社のツアーにご参加ありがとうござ

いました。 

9月 4日（土）の親睦ゴ

ルフ会に出席して下さい。幹事が苦戦し

ています。皆様よろしく。 

辰野ガバナーようこそお

いで下さいました。 

辰野ガバナーいらっしゃ

いませ。本日はよろしくお願いします。 

残暑御見舞。 

べても、べても、ばて、

ばて。でも暑いのは好き！ 

辰野ガバナーご訪問

ありがとうございます。 

家内の誕生祝いをいた

だきありがとうございます。代行していた

だき助かります。 

暑さにまけず頑張りまし

ょう。 

手話サークル納涼

会の残金でニコニコに入れます。 

 

● 先日、マーサジャパンのＨＰにインタビュー記事が掲載されました。（その１） 

                        岡本 実 会員より 

《電子部品業界の先駆者》 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ こんにちは。今日はお時間を頂きまして本当に有難うございます。この対談シリーズ、何か良

いもの、ヒントになるものを発信し続けていきたいと考えております。岡本さんのお話を伺うのを、楽し

みにしておりました。よろしくお願いします。 

岡本 どうぞよろしく。 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ まず、御社のことについて簡単にお伺いできればと思います。電子部品の世界で御社のお名

前を知らない人はいないと思いますが、あらためて岡本さんの視点でお話し頂ければ。 

岡本 私どもは昨年、日本法人 4社を一つにまとめて｢タイコ エレクトロニクス ジャパン｣になりました。こ

の会社の起源はAMPですが、日本AMPは 1957年の創立です。日本に単独参入した外資系企業で

は、最初の数社に入ります。100％外資がまだ自由化されていなかった時代で、当時の通産省の特別

認可で承認されたのです。 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 日本における外資系企業のさきがけだったのですね。 

岡本 製品的には電子部品ですが、例えば携帯電話やテレビ、自動車など身近な製品の基礎部分に独

自のテクノロジーを提供しています。コネクター分野では、おかげさまで世界でも日本でも No.1です。

有意義な立場を築けたと思っています。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 多くの人が想起しやすい例をあげれば、USBメモリのコネクター部分のオリジナルデザインは

御社のもので、それが世界標準として採用されたのでしたよね。 

 



岡本 ええ、そうです。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 様々な産業におけるイノベーションを、電子部品という角度から支えてこられたのですね。 

 

岡本 そのような自負があります。電子部品というとイメージしにくいかもしれませんが、機械的なもので

すので、必要な電気特性を出すのは意外に難しいことなのです。人が手で触るので壊れたり、間違っ

たりすると困るということで、色々と見えない工夫があります。それが、派手さはなくてもイノベーション

の土台になっています。 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ イノベーションというと、何かとんでもないものを想像することも多いですね。実際は、物事の

深さだったり、利便性だったりなど、やわらかい部分にも様々な新しさがありうるのだと思います。 

 

岡本 技術的な本当の意味の革新と、顧客の利用の仕方、アプリケーション的なものの工夫を組み合わ

せると良い商品になります。ですから、顧客と共同開発していかないと、本当に良いものはできません。

当社も、日本で長く貢献してきたこともあってか、ある意味｢日本の会社｣と見て頂ける場面が多いのは、

本当にありがたいことです。そういう関係を大事にしていきたいと思います。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 先駆者は、顧客とともに歩む・・・。 

 

《12歳、単身アメリカへ渡る》 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 私、岡本さんご自身のキャリアというか、生き方のような面にも僭越ながら大変興味を持って

おります。尐し、お聞かせ願えませんか。 

 

岡本 私がこの会社に入社したのは、1972年でした。それ以来、短期間のバイパスはありましたが、基

本的にこの会社でここまでやってきました。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ そもそも、御社に入社されるに至った経緯というのは、どのようなものでしょうか。差し支えな

ければ。 

 

岡本 それは・・・。かなり若い頃からの話もしなければなりませんが。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 是非、お願いします。 

 

岡本 私は、12歳の時に一人で米国に渡りましてね。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 12歳の尐年が一人でアメリカへ。いったい、何があったのでしょうか。 

 

岡本 いえいえ、何かがあったというわけではなくて、そうしたいと思ったのですよ。私は広島出身ですが、

広島では長男が家を継いで広島から出ませんから、次男は遠いところへ行って自分を築きあげるべき

だと思っていましたので、｢可愛い子には旅をさせろ｣と両親を説得しました。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ しかし、遠いといってもいきなりアメリカまで行きますかね。 

 

岡本 東京くらいかなと思っていたら、もっと遠くなりました(笑)。まあ、結局は負けず嫌いなところがあっ

たのですね。何よりも、｢ベストでいたい｣という思いが強かったと思います。英語も、それくらいの年齢ま

でには身に付けないと手遅れになる、と思っていました。 



 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 2010年の今聞いても、たいへん｢個｣のしっかりした尐年ですね。それで、渡米した岡本尐年

はどうなりましたか。 

 

岡本 未成年者でしたし、渡航が自由化されていない時代でしたので、米国にいた親戚に保護者になっ

てもらって、なんとか生活が始まりました。オレゴン州のポートランドで 7年生から入って、高校卒業ま

でそこにいました。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 便利な都会ではなく、アメリカの田舎でまず根を下ろされたのですね。 

 

岡本 その後、スタンフォード大学に行きました。私はそれなりに自信家でしたが、スタンフォードでは｢上

には上がいる｣ということを知りました。世界を知った、という体験ですね。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 自ら飛び込むことで、持ちえた世界観ですね。 

 

岡本 一方、｢分野を選べばやれる｣とも思いました。大学 2年のときに日米学生会議があって、私は米国

側から参加しました。そういうきっかけもあって、最初は米国で就職することを考えていたのですが、｢日

本人だから、やはり帰ってやってみようか｣と思うようになりました。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ また新たな思いが芽生えてきたのですね。 

 

岡本 それで、日本のある石油メーカーの人事の方と LAでお会いして、｢何がやりたいか｣という話になり

ました。私は、｢こういうことをやりたい｣と率直に話したのですが、するとその人は、｢日本の会社ではそ

んなことはできない｣と言うのです。一番若いマネージャーでも 28歳、新卒でそんなことは無理だと。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ でもそうやって、すぐに日本の企業の方と会って話をしてみるところが、岡本流という感じです

ね。 

 

岡本 その後、当時の米国の AMPに行って面談を受け、最終的にそこで入社を決めました。日本のオフ

ィスは、その頃は六本木の明治屋のビルにありましたが、その頃から自然に｢とにかく社長になる｣と思

っていましたね。最初からそう思っていました。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ もう最初からそのように・・・。 

 

岡本 できるだけ早く、どんどん上に行こうと考えていました。23歳で入社して、25歳で管理職になって、

33歳で営業本部長になって、次は社長までという考えでした。実際、仕事をどうやってやるかを知り、

かつ、自分でどうやれるかを試していくことで、最初の 10年くらいは順調に成果を出せていました。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 何か転機が？ 

 

岡本 10年目で、壁にぶつかりました。自分自身の力はそれなりのものがあったと思うのですが、｢人を

使う、組織を使う｣というところが、足りなかったのですね。当時私は、営業本部長です。部下は 40歳～

50歳代が多くて、結構生意気にも映ったでしょう。ちょうどその頃、値上げをする必要に迫られたので

すが、そこで組織をうまく動かせなくて困りました。これは、勉強しなければいけないと思いましたね。 

 



ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ プレイヤーからマネジメントへの壁、ですね。 

 

岡本 最初の 10年は、いうなれば Vertical(垂直)に自分を伸ばして、その次の 10年は、

Horizontal(水平)に伸ばすということをその時意識しました。マネジメントとは何か。人をどうやって尊

敬しつつ動かすか。組織を生かして、一人でやる以上の成果をあげるにはどうすればよいか・・・。 

 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ 12歳で単身渡米した個性あふれる尐年が大人になって、個人の枠を超えて何かをする必要

に迫られた。そういう、人生における大きな転換点だったわけですね。 

（次回へ続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月        2日（木）    理事会 13:45～ 5F「あんず・なつめの間」 

9月        4日（土）    第 101回親睦ゴルフ会 

               本厚木カンツリークラブ  集合 8:30 

9月         9日（木）           卓話 「サッカーワールドカップ」 妻木充法様（鈴木さん紹介） 

             TOGETHERS ミーティング 13:45～ ５Ｆ「あんず・なつめの間」 

9月 16日（木）        例会休み（規定１） 

                 山の手俳句の会 14:30～ 2F「ウィステリア」 

9月 19日（日）        子供プロジェクト「土と遊ぶ」 種イモ植え 城田農園 集合 11:00 

9月 23日（木）    例会休み（秋分の日） 

10月 6日（水）    ５１０会  18:00～ 

              青山ダイヤモンドホール B1「セブンシーズ」 

 

 

祝賀者  誕生日   佐藤雅巳さん（2日）   高木泰男さん（2日） 

              山崎  成さん（7日） 

 

卓 話  「在日米国人から見た日本」   マーク・シュライバー様（弘田さん紹介） 

事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報委員長   

事務局員  

執行時間 

〒107-0052  港区赤坂 2-15-7 ミラフローレス赤坂 701 

電話 5561-3391  FAX5561-6520 

E-mail jm@tokyo-yamanote-rc.gr.jp 

 
毎週木曜日 12:30～13:30 

八重洲富士屋ホテル（11月よりザ・キャピトル東急へ移動） 

片岡  郷 

山崎  成 

入江浩子 

平日 午前 10時～午後 5時 
（土曜日・日曜日・祝祭日は休み） 

江中武久 

★山の手ロータリーのホームページが 25周年に合わせてリニューアルしました。 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/                今週担当 山崎成委員長 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/

