
ました。避難されている方の記事を見た方から知り
合いだから場所を教えて欲しい等々新聞というのは
単にニュースを伝えるだけはなく人と人との絆にな
れることをこの地で改めて実感しました。ここで経
験したことを福島でも活かして行きたいと思います。
長い間お世話になりました。
◎幹事報告－山下喜一幹事
・先週行われた理事会の内容について報告します。
ロータリー財団へ会員 1人当り 100 ドルの寄付が決
まりましたので手続きに入ります。
・地区大会が 3 月 24 日、25 日郡山で開催されます。
参加者へはスケジュールの配付をしてあります。
・東日本震災復興に関して第 2530 地区では予算があ
るということで再申請があればお願いします。
・5月 13 日（日）ラピータにおいてＩＭが開催され
ることになりました。1人 5,000 円の登録料になり
ます。
・5月 27 日にいわき分区のゴルフ大会が開かれます。
・6月 16 日にいわき平中央ロータリークラブの創立
20 周年記念式典案内が届いております。場所は椿
山荘です。
・週報が皆さんのボックスに入っていなかったと思い
ますが印刷所の事情で来週 2週分お配りすることに
なっています。
・磐城農業高等学校への復興支援の備品の納品が完了
致しました。
・いわき平、いわき平中央ロータリークラブの 3月の
プログラム、北茨城ロータリークラブの週報を回覧
中です。
・インターアクトクラブ年次大会報告書も回覧中で
す。
・来週のゲスト卓話は 15 分早く始め 15 分延長で行う
予定です。

◎会長報告－赤津善宣会長
　皆さん、今日は。日毎に春めいて参りました。花
粉と仲の良い方は上手なお付き合いをお願いします。
なお、一層の健康維持に心掛けて下さい。猪俣会員
が本日で転勤の為退会となります。クラブ会報委員
会副委員長として情報発信には大変お世話になり心
より御礼申し上げます。本社に戻られても浜通りに
来る時には是非お立ち寄り下さい。お待ちしており
ます。それから昨日第 5回の会長幹事会が内郷館で
開催され私と山下幹事で出席致しました。内容につ
いては山下幹事より報告があるかと思います。それ
では本日のお客様をご紹介致します。株式会社シン
テック代表取締役赤津和三様です。後程卓話を頂戴
することになっておりますのでどうぞ宜しくお願い
します。東日本大震災と原発事故後 1年となった鎮
魂の日、3月 11 日浜通り各地でさまざまな行事で犠
牲者の霊を慰め早期の地域復興を願いました。当ク
ラブでも神戸からいわき市まで 805 キロメートルを
徒歩で運ばれました灯りを 10 日平球場で祈りの集い
に多数の会員参加で祈りのカップロウソクに 55 名分
を書き込み献灯して参りました。皆さん大変寒い中
ありがとうございました。本日はゲスト卓話がござ
いますので私からは以上です。
◎退会会員挨拶－猪俣広視会員
　今春の人事により本社編集局写真報道部に異動す
ることになりました。いわき勿来ロータリークラブ
に 3年間大変お世話になりました。心より厚く御礼
申し上げます。１番記憶
に残ったことはやはり東
日本大震災でした。その
中でさまざまな被災され
た方とお会いし取材させ
て戴き記事にさせて戴き

出席状況	 正会員数　　　55名　　　　　　　本日出席会員数　　　39名
	 本日の出席率　　　75.00％　　　　　　　修正出席率　　　80.76％
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2011 ～ 2012 年国際ロータリーのテーマ

会		長　赤津　善宣

幹		事　山下　喜一

ＳＡＡ　富岡　幸広

　			　　 鈴村　正人会報小
委員長

第 2447 回　例		会　平成 24年 3月 14日 ( 水・晴 )
こころの中を見つめよう

　　　　博愛を広げるために

ゲスト

　株式会社　シンテック
　　　　　　代表取締役　赤　津　和　三 様

ロータリーソング
－今月は識字率向上月間です－

4つのテスト
　　本間　敏一	会員

・医療機器、高級宝飾品への貴金属表面処理技術
の開発

・超弾性材による伸縮性ワイヤーの開発及び製造
技術の確立

・錆びにくい医療用「はさみ」の製造技術の確立
・Ti合金材（6AL－4V－Ti）による伸縮性ワイヤー
の開発及び製造技術の確立

②　弊社の固有技術について

◎形状記憶合金による携帯電話機用 2段式アンテ
　ナの量産技術の確立
◎アモルファス材を応用した高性能電波腕時計用
　アンテナの開発・量産化
　（2003 年 6 月　大手時計メーカーより発売）
◎Ti － Ni 形状記憶合金への貴金属表面処理技術
　の開発
・材料メーカー、歯列矯正機器メーカー、弊社に
　よる共同開発
・審美性を追及した歯列矯正ワイヤー及びブラケッ
　トの開発
≪うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト研
究課題に採択（助成金制度）≫
◎Ti 合金への貴金属表面処理技術の開発金属床義
　歯への応用（特許出願）
≪うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト研
究課題に採択（助成金制度）≫
◎形状記憶合金及び金属からなる伸縮性ワイヤー
　の開発
（国内特許取得、国際特許出願）
≪福島県中小企業知的財産戦略支援事業課題に採
択（助成金制度）≫
◎Ti 合金からなる伸縮性ワイヤーの開発

③　医療機器事業

・Ti － Ni 形状記憶合金、Ti 合金への貴金属表面
処理技術の開発
　材料、歯列矯正機器、金属義歯床各社と弊社
による共同開発
　歯列矯正機器への貴金属表面処理技術の開発
＝量産化

・新素材Ni フリー材への貴金属表面処理技術の開
発＝量産化計画中

　（商標名；ゴムメタル）
④　福島県の医療機器関係支援状況

　1　活動事業
・医療福祉機器研究会（Ｈ 17 年度設立）
1　研究会構成（185 団体）
・産業界；164 団体（県内 140　県外 26）
・大　学；12 団体
・行　政；9団体
2　展示会の参加
・日本医療機器学会（東京、横浜、福岡、札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：（5月）
・医療機器メーカーとの、商談会：（6～ 7月）
・メディカルクエーションふくしま

　　　（県内　郡山市）（11 月）
・大阪・神戸両機器商談会（2月）
・メドテック（ドイツ）（10 月）

◎各委員会報告
◇出席委員会
		－峯口小委員長
　本日の出席状況は
前頁下記の通りです。
それから本日は出席
奨励賞をお渡し致し
ます。松崎会員、荒
川義次会員前の方へどうぞ。
◇スマイルボックス委員会－川中副委員長

・㈱シンテック赤津和三様の卓話を歓
迎して。川中、鈴木（修）、嵐、児
玉、小松崎、後藤、渡邉（國）、富岡、
鈴木（雅）、渡辺（勉）各会員及び
渡邉公平ガバナーノミニー、赤津会
長、髙萩会長エレクト、山下幹事

・出席奨励賞ありがとうございました。
荒川（義）、松崎各会員

・3年間お世話になりました。　　   　 猪俣広視会員
・前回例会欠席ごめんなさい。

　　濱沖、松崎、橋本、荒川（清）各会員
・本日早退ごめんなさい。

佐久間、佐藤（政）、小熊各会員
◇環境保全委員会－渡辺勉小委員長
　クローバー運動のご案内をさせて戴きます。次回
は 4月 1日です。9時 30 分から 12 時まで行い場所は
岩間です。前回の 3倍から 4 倍の広さで行いますの
で会員だけでは無理だと思い一般の方にもお願いす
る為にＦＭいわきで案内をさせて戴きました。詳し
くは次回お話をさせて戴きます。
◇新世代委員会－後藤委員長

　5月 26 日、27 日にライラの研修会
が開催されます。ライラとは 14 歳か
ら 30 歳までの方で目的は地域社会に
良き指導者を育成させる為のプログ
ラムです。1泊 2日で〆切りが今月末
ですので申し込み連絡は私の方へお

願いします。
◇親睦活動委員会－荒川義次小委員長

　東京江戸川ロータリークラブと勿
来ロータリークラブの第 2 回親睦ゴ
ルフ大会の案内です。4月 17 日五浦
庭園カントリークラブで予定してい
ます。また観桜会家族例会のご案内
も合わせてファックスしております

ので大勢のご参加をお願い申し上げます。
◎ゲスト卓話
　　　株式会社　シンテック
　　　代表取締役　赤津　和三 様
　「ベンチャー企業の医療機器開発

　にかける熱い思い」

①　これまでの事業展開

・携帯電話機用 2段式アンテナ製品の量産技術の
確立

・高性能電波腕時計向けアンテナの開発及び量産
化


