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本本本日日日のののプププロロログググラララムムム（（（111000 月月月 111222 日日日）））   

特定医療法人 仁康会 本郷中央病院 副院長

谷本佳都子様「禁煙外来の経験」 

次次次回回回のののプププロロログググラララムムム（（（111000 月月月 111555・・・111666 日日日）））   

ほんごう商工祭りにて 

チャリティーバザー 

第１０４６回 ２０１６年９月２８日 例会記録 

点 鐘…松本会長 

ソング…「我等の生業」 

ビジター紹介 

(広 島)金谷俊宗さん 

出  席  報  告 

 会員数 

名誉会員 

出席者 メイク 欠席 

(免除 ) 

出席率 

本 日 

(9/28) 

26 

1 

15 

1 

4 7 

 

73.08 

 

メイク 澤井・鶴田幸彦・乗越・灰谷 

前々回 

(9/3) 

26 

1 

14 

1 

5 6 

1 

76.00 

メイク 熊谷・佐々木・楠部・灰谷・森崎 

食 事 時 間 

 

ＭＥＮＵ 

コールスロー彩り野菜サラダ胡麻ドレッシング 

ペイザンスープ 

豚肩ロース肉 バルサミコソース 

パン・コーヒー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 黄 琳娜さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月分奨学金をお渡ししました。 

近況報告 

7月に日本語能力試験を受けて、

ようやく結果が出ました。合格

はしましたが、思っている点数

よりは少し低かったので、12月

にもう一度受けるつもりです。 

 最近は論文の事ばかり考えて

おり、上手くいくかどうかはまだわかりませんが、頑

張りたいと思います。 

会 長 時 間 

金谷さんお久しぶりです。

そして今日は琳娜さんも出

席していただきました。どう

ぞごゆっくりなさってくだ

さい。 

 卓話の時間は、松本金型の

松本社長と小田原部長に「も

のづくりは我が人生」というテーマでお話しいただけ

るので楽しみにしておりましたが、私自身が急遽広島 
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へ 2時までに行かなければいけない用事が出来、誠に

申し訳ないのですが中途で退席させていただきます。 

松本文治さんは私の従弟です。私は分家で、文治さ

んは本家の次男です。東広島志和の冠で工場を営んで

おり、小さい時からもの作りが好きで、物を裏側から

見て解体をする好奇心旺盛な子どもでした。今日の新

聞にも出ておりましたが、新しい形の耳かきを開発

し、10月からは歯ブラシも開発して発売の予定です。

好奇心が高じてこういった物が出来るようになった

という事です。皆様の事業の中でも何か参考になれば

と思います。また特許も沢山もっていますので時間に

余裕があれば、特許の取り方の話があるかもしれませ

ん。 

 暑さ寒さも彼岸までと申します

が、一雨ごとに涼しくなってきまし

た。風邪をひかれませんように、ど

うぞご自愛ください。 

 

 

幹 事 報 告 

《配布物》週報1045号、9月定例理事会報告(説明) 

     卓話講師松本様より 

松本様、沢山開発商品をいただきありがとうございま 

した。私は歯科医師ですが下あごのベロ側は磨き残し 

が一番多いのです。直角に曲がる歯ブラシなので大変 

興味深いです。また、口臭の大きな原因が舌だとい 

うことで、舌ブラシは私の歯医者でもよく売れていま

す。 

《回 覧》チャリティーバザー時間割出欠表 

 日時 2016年 10月 15日(土)16日(日) 

 場所 本郷生涯学習センター前駐車場 

 会場配置図 

          第 4回広島空港 RC 親睦ゴルフコンペ出欠表 

      日時 2016年 11月 6日（日） 

     

 

卓 話 時 間 

 

 

 

松本金型株式会社 

代表取締役 松本文治 様 

 

 

 

「ものづくりは我が人生」 

 

松本金型株式会社の松本でございます。このような 

高い席で恐縮していますが「ものづくりは我が人生」

という事でお話しさせていただきます。本日は宜しく

お願い致します。 

 現在、志和で金型の仕事をさせてもらっていますが、 

自社製品も作っております。この仕事に入ったきっか 

けは、金型で部品加工をするところを始めて見た時、 

成形機の中で機械が開き部品が成形されてポンと落ち 

波板の滑り台を通って箱の中に秒刻みに正確にポトン 

と落ちてくる。その時に私は頭をハンマーで殴られた 

ような衝撃を受けその夜は眠れませんでした。その日 

から自分はこの金型の仕事をしてみたいと強く思い、 

この業界で仕事をさせて頂き、現在に至っている次第 

でございます。 

 

もの作りの原点 発明の原動力 

 私は河内町の宇山という小さな村で生まれました。 

丸く育つもの(スイカ・かぼちゃ…)を植えるときは気 

を付けなさいという言い伝えがあるぐらい坂の多い所 

です。 

水道もすべて竹の中をくりぬいて繋ぎ水をひいたり 

大工さん、左官さん、石屋さん、植木屋さん、味噌・

醤油・豆腐を作る人、助産婦さんもいて、子供時代の

生活環境はすべてもの作りだったのです。用具を延べ

板からたたいて作るところを見た時は、胸がときめき

ました。 

我々は藁の文化で育ちました。藁は軽くて弾力があ 

り保湿性、吸水性、通気性に優れています。やわらか

いのでいろいろなものに加工して家の中でも、外でも

使われていました。防寒や雨除けの箕や笠・草鞋や草

履・田畑にかぶせて作物を保護・家の屋根や壁・畳床・

藁箒・米俵・納豆などの発酵

食品のいれもの・赤ちゃんを

入れるゆりかご。最後は土に

かえるのです。こういった素

晴らしい環境があったので

す。 

 



先輩達のもの作りを見て憧れ、それを真似をしてい 

ました。小学校 1年生の時、皆ポケット中には小刀が

入っていました。学校の売店でも売っていました。 

その時に作ったものです。 

変電所、工場… 

線が垂れているこ

とにも意味があり

ます。皆さん何を

想像されますか？ 

弓なのです。垂れているときはセンターに戻るときに

力が強いのですが、早さは遅い。ぴんと張ったときは

凄く速いのです。初動の時は力が強くだんだん加速し

ていく。細かい機能を手作りすることで観ることが出

来るのです。 

現在において電気がなくなると皆さん生活が出来

なくなると思います。だけど根本の所でどういう働き

をしているかという事は、やはり与えられるものから

はなかなか学び取りにくく、ゼロから積み上げていく

ことは大切だと思います。 

 もの作りの体験を通しての楽しさ・難しさ・改良・ 

改善を通して発見し、できあがったものを見ての満足 

感・達成感、いい恰好をして友達・先輩・後輩に見せ 

て自慢をする。夏休みの工作で先生に褒めてもらった 

時の喜びも忘れられないものです。 

金型の仕事・自社開発におけるもの作り 

現在においても、改良・改善・発明の中での人との

交流・意見交換・競い合い・認め合い・助け合い・成

果の中での喜び合い・達成感の共有・絆が組み合わさ

って現在の松本金型があります。 

 

 

 

 

 

 

 

M-M 販売事業部  

部長 小田原 進 様 

 

 

 

 

私は営業そのものをしたことが無く 5年前まで社長 

と一緒に金型をしておりました。社長から「小田原君

ちょっとこれ売ってこいや」と言われ、耳かき一本持

ってどうすればよいのか考え、勉強する機会を与えて

いただきました。 

企業として私の目標は、金型と自社開発商品が両輪

となるくらいに頑張りたいと思っています。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

自 社 製 品 

みみみみみみごごごこここちちち   

昔自然の中で培った経験を元に出た発想。蛇の歯は、 

内側に向いています。その原理を利用して滑って入っ

て引っ掛けて取ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舌舌舌ブブブラララシシシ   

 金型ではなかなか出来にくい構造になっています。

ここが遊び心なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

魔魔魔法法法のののつつつめめめけけけずずずりりり   

 90本の刃が 2㎜の小さな穴をあけています。実際に

肉眼では見えません。1 週間たっても切削面がぴかっ

と光っています。世界初で遊び心で作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

魔魔魔法法法ミミミガガガキキキくくくるるるりりりんんん   

10月 1日から発売する商品で、ブラシ部分が 360回

転します。前歯に邪魔されずに奥歯や内側部分を磨く

ことが出来ます。介護にもいいのではという意見もあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

中國新聞 2016年 9月 28日掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読売新聞 2016年 5月 31日掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたも今日から発明成金 

①発明は共有してこそ発明成金（発明は物だけではない） 

②自分の物差しを持つ（一芸に秀でる事は百芸に通じる） 

 自分のやりたい事や仕事に命を投げ込むと、自分の 

力量がわかる。自分の力量が分かると他人の努力と 

力量も認める。  

 より高く（ビジョン）より強く（意思）より広く（心）、 

  より深く（考え）より熱く（情熱）より優しく（絆） 

  見ざる⇔よく見て細かい事も見逃さない 

 聞かざる⇔よく聞いて相手の考えを理解する 

 言わざる⇔よく言ってコミュニケーションを取る 

 

★自分の物差しができると自分のやりたい事、やらなけ

ればならない事、できる事が見えてくる 

★その上で、強いリーダーとしての覚悟と資格を持つ 

★みんなも強いリーダーを求め、それに伴い周囲の環境

も変化し、強いチームワークが生まれる 

          ↓ 

人は感動を求めている 

発 明 の ツ ー ル 

①まずは遊び心 

（楽しいこと・喜び・達成感が原動力である） 

②日々の生活は発明の宝庫 

③会話は発明の宝庫 

④観察（発見・適応・進化・退化） 

⑤失敗・スランプ・大きな壁・重圧や他人からの厳しい

評価・アドバイス 

⑥好奇心・探求心（偶然か必然か、ダイヤモンドはなぜ

固いのか、できたプロセスは） 

⑦物の利用価値 

（色々なものが、どう生かされているか、どう生かす

か、便利に、楽に、速く、清潔に、安全に、省エネ

に…） 

⑧五感を最大限に使ってしつこく納得がいくまで。 

⑨閃き発想した物は吟味して、どこかで活用するため 

に、捨てないで頭の中の引き出しにしまっておく 

（発明の予備軍）。 

⑩品物に対してどう付加価値をつけるか。 

⑪質の良い発明、質の悪い発明。 

⑫日常と違う日は閃き発想の大チャンス。網を最大限に 

(買い物、旅行、スポーツなど…犬も歩けば棒に当たる） 

⑬常に目標・課題を持ち続ける事（テーマは多い程良い）。 

⑭開発目標が決まったら自分では出来もしないような高

みを目指す（開発段階でできない事は妥協していく）。 

⑮手作りなど形にして、人の意見を聞く。電子辞書。 

⑯チャレンジする前に、開発に対しての予算 

（できるか、できないかを予測する。始まったら後には 

戻れない。） 


