
６月１日から５日までの間、ドイツのハンブ

ルグでロータリー国際大会が開催されています。

当クラブからの参加者は残念ながらいらっしゃ

いませんが、来年は６月６日から１０日までハ

ワイのホノルルで国際大会が催される予定です。

再来年の６月１２日から１６日までの台北(台

湾)も身近な国なので参加出来たら良いなと思っ

ています。

６月１日に東葛飾高等学校の同窓会が開催さ

れ、２０代から９０代までの１６０人の方がい

らっしゃいました。

同窓会会長の計らいで拉致被害者の蓮池薫さん

の講演を聞く事が出来ました。

拉致された１９７８年から帰国した２００２年

までの２４年間、北朝鮮とソ連（当時）・中国・

アメリカ・アジアとの関係により、拉致されて

いた場所の移動や待遇などが変わって行った事

や、帰国の大きな要因となった大韓航空機の爆

破事件等を時系列で説明して下さいました。

帰国から１７年の年月が流れてしまい、被害者

遺族の御高齢を考えると、今年は何らかの良い

方向への動きを期待しているとの事でした。

一日も早い拉致被害者の帰国を祈りたいと思い

ます。
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか
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例会欠席の場合は前週金曜日までに必ず事務局へ

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

ご一報ください。
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ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。

１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。

２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。
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浅野 了 浅野 繁 荒木知太朗 池田 孝 井畑和士
今井 昇 大内 啓 岡田勝久 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
關口和行 園邊 哲 髙橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
宮本邦雄 森 秀樹 森 三枝 八木和男 山川真哉
山口修代 山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀

出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席免除
ｹﾞｽﾄ 関学様 風澤斉様

ｹﾞｽﾄ 梁尚文様
ｹﾞｽﾄ
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会員誕生日：今井昇 岡田尚子 片岡達生 櫻井好美 福田理佳 宮寛 浅野了（5月）

ご家族誕生日：片岡達生 園邊哲 福田理佳

ご結婚記念日：片岡達生 福田理佳 山口修代
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～奨学金授与～

第一例会では奨学金の授与がおこなわれています。

奨学生は、研修会などに積極的に参加し、ロータ

リーについて学んでいます。
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＜本日の卓話＞ 高橋薫会員

幹事報告

こんにちは。

昨年の12月に入会させて頂きました高橋薫です。

宜しくお願いいたします。

私は、柏生まれの柏育ちで学校も柏市内です。

兄弟は4人姉妹の次女です。幼少時代は姉妹全員

スポーツが好きで、運動は得意でした。体育だけ

ですので他の教科は聞かないで下さいね。

ソフトボールで中学の時に関東大会に出た経験が

あります。妹は、プロゴルファーです。女子プロ

ツアーにも出ていました。予選を通過すると、母

が応援に遠征していた記憶があります。現在は、

川崎でレッスンプロをしています。

私のいとこは、阪神タイガースに入団していま

した。今は引退し柏駅東口で焼き肉屋泉樹を営ん

でいます。とても美味しいので宜しければぜひ食

べに行って下さい。子供達もゴルフ・柔道、ハン

ドボールなどの部活をしていましたので、試合観

戦が楽しみでした。

両親は、父が7年前に他界しましたが、母は健

在でまだ刺繍の仕事をしていますが、趣味の世界

に入っているようです。今ではその技術が認めら

れ、千葉県知事より千葉県の卓越した技能者の表

彰や柏商工会議所の表彰などをされています。

子供は5人おり、長男次男は私の稼業を手伝っ

てくれて、長女は看護師として働いております。

次女は大学3年生です。昔は7人家族で目まぐる

しい生活でした。夏はサーフィンやボディーボー

ド、キャンプなど、冬はスノーボードなどを楽し

んでいましたが、現在は長男、次男、長女は家を

出てしまい、今は主人と次女と私の寂しい3人暮

らしです。

趣味はこれといってありませんが、料理を作る

のが大好きで朝早起きして手の込んだ食事を作っ

ています。ゴルフも以前はへたくそでしたが、やっ

ていました。健康の為、又復帰しようかなと考え

ていますが、120を切るまではお仲間入りは無理

かなと思っております。

昔は母の仕事を手伝っておりましたが、ユニホー

ム関係や個人ネームなどの刺繍よりも、アパレル

関係の仕事がしたくて母と相談の上、26歳の時

に独立を致しました。

加工内容としては、刺繍全般、スパンコール刺

繍、ビーズ刺繍・ラインストーンなどや聞き慣れ

ない言葉ですがコード刺繍、相良刺繍、ニードル

パンチなどを手掛けております。又、 近では昇

華プリントなどのプリント加工の仕事も請け負っ

ています。

刺繍屋と聞くと昔ながらのミシンで職人が縫っ

ているイメージですが、現在はコンピューター刺

繍機にデーターを入れ、スイッチを押すだけで数

十頭のミシンが一斉に動き、一度に数十枚の刺繍

ができあがります。1日の生産量はワンポイント

だと1万枚を超えると思います。

個人的にはパリコレの仕事が好きで、時期にな

るとほぼ徹夜状態ですが、仕上がった後の達成感

があり後日、展示会で完成した商品を見るのが楽

しみです。面白いところは腕をどこから通すか分

からないワンピースやズボンの足を入れる所が3

本あるとか、ミラーボールみたいなスカートなど

があるところです。一般常識では考えられない作

り方をするのがデザイナーコレクションなのかな

と思います。又、藁を編んだスカートや胸丸出し

のTシャツなどもびっくりしました。クリーニン

グどうするのかなと心配した商品もありました。

また、芸能人が着ているのをテレビでみて嬉しかっ

たりもします。ＴＶドラマ用の衣装に刺繍したこ

ともあります。

取引先としてはアパレルメーカーが30％ 商

社が30％ ＯＥＭ(企画・製造・卸)30％ その

他10％となっております。美容室などに行くと

職業を聞かれて「刺繍です。」と答えると「暴走

族の刺繍とかするのですか？」と言われますが、

●６月 ロータリーレート 1ドル＝11０円

●出欠連絡 金曜日以降は出席委員会（片岡

委員長）へ連絡ください

●マイロータリー アカウント登録をお願い

します

●商工会議所会館 改修工事について

外壁・駐車場等の修繕工事

事務局内は騒音がひどいです

電話する方はご配慮下さい

今後の予定

6月11日（火） 通常例会 ガバナー補佐訪

問 クラブ協議会

6月18日（火） 任意休会

6月25日（火） 交替式 ハート柏迎賓館

18：00点鐘

※全員出席を目指しております

よろしくお願いします！

※8月6日（火） 納涼例会予定

100％しません。

設備といたしましては多頭式刺繍機で数台、輪

転機や真空式プレス機、レーザー機などを複数台

所有しています。刺繍機に至っては1000万を超

える物が多いですし、耐応年数も短いので設備投

資が重要な鍵となります。ほぼ毎年機械の入れ替

えとなっているのが大変です。初めて来る方々が

何のご商売されるのと聞かれる事もしばしばあり

ます。説明すると目を丸くして刺繍機を食い入る

ように見て行かれます。

刺繍業界全般と致しましては20年前に比べ、

約3～4割が倒産、廃業しています。廃業の理由

は事業承継出来ないと言うよりも、簡単に言えば

儲からないから子供に継がせないと言った事があ

るみたいですが、ここ数年は安定してきた様に思

います。日本ジャガード組合に所属しております

が、会員数も日本全国で150社以上あった組合員

も現在35名しかおりません。寂しい限りですが、

私の会社では、息子2人が入ってくれ、どんどん

会社を盛り上げてくれています。

また、 近では全国各地で洋品店やエンドユーザー

を対象とした町の刺繍屋さんが増えてきたようで、

とてもう嬉しく思います。

ロータリークラブに入会して、初めてお知り合

いになれた職種の方もいらっしゃいます。いろい

ろな方のいろいろなお話を聞くのがひとつの楽し

みです。皆様の話を聞いていると、まだまだ自分

も頑張れるし、向上心も湧いてきます。もっともっ

とお話が聞きたいです。旅行も楽しかったです。

顔にアレルギーが出てしまいあまりアルコールが

飲めなかったのですが、ウナギもとても美味しかっ

たです。ワールドスクエアーは初めて行きました。

ゆっくりした2日間を過ごせたと思います。

ロータリークラブに関してはまだ1年生です。

小学生にしてみれば、【あいうえお】を教わって

いる状態です。わからない事も沢山あります。各

委員会を回っても10年以上はかかると思います。

先輩方のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし

ます。

後になりますが息子達も仕事をかなり覚えて

きて時間に余裕が出来たので、ロータリークラブ

に入会致しましたが昨今の人手不足の続くなか、

思うように出席できないことが残念です。先にも

述べた様にご指導いただきますようよろしくお願

いいたします。ありがとうございました。

本日の卓話

髙橋薫会員

ご家族やお仕事について

お話しいただきました


