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2009-2010 国際ロータリーテーマ

「ロータリーの未来は
あなたの手の中に」

第 二 十 六 回　例会　　会員卓話例会

★ 点鐘

★ ロータリーソング斉唱　第2週　我等の生業

★ 四つのテスト唱和

★ 会長報告　 .....冨田 久雄会長

★ 結婚・誕生祝い

★ 幹事報告　 .....持田 朋春幹事

★ 委員会報告

★ 会員卓話

★ 謝辞　　　　　　　冨田　久雄会長

★ 出席・スマイル報告

★ 点鐘

★ 会長報告 ★　冨田 久雄会長

皆様こんにちは。会長報告を申し上げます。今年初めての例会です。改めて明けましておめでとうございます。

今年度もいよいよ後半に入りました。毎日大変寒い日が続きます。1月20日頃から立春2月4日まで、一年で一番寒い

時期「大寒」ということになっております。どうぞ、お体には充分ご自愛なされまして、乗り切って頂きたいと思います。

さて、正月と言いますと初詣でありますが、皆様どちらかに行かれたでしょうか。やはり人が求めてやまないものは、

正月の祈願に表われているようであります。一番多いのが、まず「商売繁盛」。二番目に「家内安全」。三つ目に

「無病息災」だそうであります。誰もが経済的に豊かで、平和で心安らぐ家庭を求め、健康で長生きをしたいと願って

いるようでございます。ぜひ今年もそうありたいものでございますが、まだまだ厳しい状況が続くようであります。

ロータリー活動を通じ、お互い助け合って励まし合って頑張って参りましょう。また、振り返ってみますと、昨年の12月の

小学生芸術劇場が新型インフルエンザの為に残念ながら中止になってしまいましたが、クラブ内の活動といたしまして、

結婚祝い日帰り旅行やクリスマス例会など、楽しいひと時もたくさんあり親睦を図れたのではないでしょうか。

そして今年に入りまして先週6日に行われました三クラブ合同賀詞交歓会、ご参加頂きました皆様本当にありがとう

ございました。そして、いよいよ今年度のメイン事業の文化講演会も、一ヶ月を切りました。特別委員会において着々と

準備が進められておりますが、心配なのは動員人数であります。なかなか数字が読みにくい状況でございます。

ぜひ会員の皆様全員のお力が必要です。宜しくお願い申し上げます。私の年度後半も元気に明るく頑張っていきます。

幹事共々宜しくお願い致しまして、会長報告とさせて頂きます。ありがとうございました。



★ 結婚・誕生祝い

誕生祝い 結婚祝い

代表して、大谷浩一会員にご挨拶をして頂きます。

結婚して60年になります。あ、55年かな？

計算しないとわかりません。

それでも今までやってきて、アッという間に過ぎました。

今まで2人でやってこれたのも、これでも幸せの部類に

属するのかな？と思います。

今日はお祝いをして頂き、ありがとうございました。

★ 幹事報告 　★ 持田 朋春幹事

皆様こんにちは。本日の例会は、行田ロータリークラブ会員卓話になります。

稲垣功一会員・福島伸悦会員・内山俊夫会員・小林一好会員、

よろしくお願いします。

先週はの例会は、行田ＲＣ・行田さくらＲＣ・吹上ＲＣの、3クラブ合同賀詞交換会

でした。大いにクラブ同士の友好を深め合う事が出来たと思います。

１月定例理事会が開催されましたので、承認事項をご報告申し上げます。

１）1月2月のプログラムが承認されました。メール・ＦＡＸ等でお知らせします。

２）小布施町長・市村良三　まちづくり講演会　後援承認されました。

３）小川雅以元会員の再入会の推薦が承認されました。

４）12日に、工藤市長を訪問して文化講演会の打ち合わせをして参りました。

５）本日午前10時、工藤市長訪問をして行田ロータリー文庫目録贈呈式を行って参りました。

６）クラブ会費納入の口座振替が、15日なっております。宜しくお願いします。

７）1月19日に、姉妹クラブの白河ＲＣへ交換卓話に会長・会長エレクト・幹事・副幹事で訪問して参ります。

...行田ＲＣ歓迎プログラムが、佐藤憲一シスター委員長より届いております。

...新しくなった大黒屋旅館さん等、見て参ります。

８）次回の例会も、第2回行田ロータリークラブ会員卓話です。テーマは『私の生業』になります。

...自社のアピール等を、是非お願い致します。

最後になりますが、本年2月11日(木)冨田年度最大行事であります『文化講演会』の開催を予定しております。

会員家族の皆様のご参加をお願いをして、幹事報告と致します。有難うございました。



★ 委員会報告

※ 職業奉仕委員会　稲垣功一委員長 ※ 特別委員会　山本憲作委員長

1月28日 、卓話をお願いしてあります5名の方ですが、

3月4日に変更と言う事でお願い致します。

皆様のお手元に、文化講演会の参加申込書をお渡し

しました。 2月11日に文化講演会が行われます。

入場無料の為に人数の把握が出来なく、非常に苦戦して

おります。会員お１人あたり、参加申込書に最低5名の

名前を書いて頂き、そして参加して頂く様促して下さい。

※ 親睦委員会　小島一男委員長 ※ ロータリーの友　読み処紹介　諸貫健一委員長

5月に行われる親睦旅行ですが、以前京都方面で2泊と

お話させて頂きました。大変恐縮ではございますが、

下見に行きました皆様との打ち合わせにより、京都1泊と

言う事になりました。どうぞ、宜しくお願い致します。

「ロータリーの友」の左側横組みの6ページですが、

皆さん是非読んで下さい。

ポールハリスの合理的ロータリアニズムが載っています。

※ 音楽読書委員会　小菅克祥委員長 本日午前中に市長室に行きまして、ロータリー文庫の目録

をお渡しして来ました。 2月末を目安に、どんな本を選んだ

のか報告があると思います。次に2月13日ですが、スクール

バンドフェスティバルが行われます。当日は例会となってお

ります。皆様のご出席を、宜しくお願い致します。次にケーブ

ルテレビの役員としてのお話ですが、来年7月を持ちまして

アナログ放送が終了となります。テレビ画面の右上に「アナ

ログ」と表示してある場合は、アナログ放送でございます。

テレビ放送に関してご質問などある場合は、私（小菅）また

は永島会員まで、どうぞ宜しくお願い致します。

★ 会員卓話　職業奉仕委員会 小澤瑛プログラム委員会より一言申し上げます。

普段の例会で同じ方ばかりがマイクを握っているようでして、

他の皆様にもぜひ喋って頂きたいと言う事で、このような

企画を致しました。１人あたり5分と言う枠の中で皆様ご自身

の職業の事などをお話して頂けたらと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。



★ 会員卓話

※ 稲垣功一会員（造園業） ※ 福島伸悦会員（住職）

※ 内山俊夫会員（不動産業） ※ 小林一好会員（土木）

★福島伸悦会員★.................百年の大計・・・環境・境内整備のこだわり

寺は、昔から文化の中心でありました。そして、その土地のさまざまな歴史・民間信仰・伝統、そういうものを寺は備え

持って積極的に人作りに関わり地域社会を作ってきました。長光寺は平成5年に開創400年を迎え、山門改築をはじめと

する境内整備を行ないましたが、百年後、子孫の皆様が良かったと思ってくれるような整備計画を立て現在に至っています

。特に、寺の境内地を聖なる公共的空間―何か「ほっとした」心の落ち着きを感じる空間―として開かれたお寺を目指し、

頑張っています。

★内山俊夫会員★.................我らの生業

皆さま本年も宜しくお願い申し上げます。私の会社は、株式会社エー・アンド・エムと申しまして、不動産の賃貸仲介・

管理・不動産売買・仲介を業務といたし、熊谷市、深谷市の２店舗で営業をいたしております。いずれの店舗もＪＲ高崎線

の熊谷駅前・深谷駅前で徒歩１分のところに所在しております。エー・アンド・エムという社名は、「アパート」「と」「マンショ

ン」Ａ＆Ｍということで、単純に頭文字をとりました。現在はフランチャイズの「アパマンショップ」に加盟しておりますので、

看板等はアパマンショップが目立つのではないでしょうか。営業のわりあいでは、賃貸の仲介紹介が45％、賃貸管理業務

40％、不動産仲介10％、サブリース（部屋の借上げ転貸借）5％です。賃貸仲介は行田・熊谷・深谷地域を中心に紹介し

ております。ＦＣに入りましたのは５年ほど前からですが、インターネットによる賃貸物件の情報が盛んとなり、ネットに対応

しないとならなくなりました。そこで一番ネット対応を考え、また、全国的に大きなＦＣということでアパマンショップに加盟し

ました、現在アパマンショップは全国に９００店舗ほどある全国最大級の賃貸斡旋ネットワークであります。月に基本５万円

で物件情報の登録に応じた負担を毎月ＦＣ料金としております。賃貸は一昨年の派遣社員の解雇の問題から成約率のダ

ウン、空室率の増加に見舞われており厳しい環境となっております。主要取引先には積水ハウス・大和ハウス・旭化成ホー

ムズ・積水ハイムとうで、ハウスメーカーで造りましたアパートの仲介斡旋も主力の業務です。賃貸管理は管理戸数約１００

０室・駐車場約５００台で、毎月回収賃料の５％を管理料とし、巡回・賃料集金・クレーム対応・リフォーム等を行っており、

大家さんが顧客です。投資物件の管理も多く資産の保全と満室経営を目標に営業努力しております。不動産の仲介は特

に、住宅金融公庫の返済が不能となった債務者の住宅の任意売却のお手伝いをしております。近年デフレにより給与の増

が見込まれず、返済できない方もあり本当に大変なことだと感じております。　今後とも、地域に根ざした不動産業者として

、「安心・安全な不動産取引」のお手伝いをしてまいりたいと存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。



★小林一好会員★.................私の生業

いのちの言葉で有名な相田みつを先生の詩に「弱きもの人間・欲深きもの人間・偽り多きもの人間・そして人間の私」と

あるように、「人間の私」と考えた時に人間とは体で生まれもったものです。私が小林家に生まれた事、私の髪の毛が

ハゲてきた事も自分ではどうにもならない事が人間です。「私」とは、心だと思います。思う心・何かしてあげたい心・自分は

こうするぞと言う、信念を持つ事で、どうにでもなります。今私たちは色々な思い、計画を立てて行動しております。

素晴らしい潜在能力を持っております。仮に思いがあっても、体が病気であれば何にも行動出来ません。

やはり「人間と私」この関係が非常に重要だと思います。以上の事を踏まえまして、私の生業について話してみます。

私の生まれた所は、熊谷市で熊谷ドームの北で、最近有名になりました。熊谷厄除け大師のそばで上中条です。

行田市にも下中条と言う地名があります。その昔は、深い関わりがあった事と思います。中条とは条里制の時代に栄えた

所と聞いております。私の母校の校歌に出てきます。私は農家の生まれで、父が22歳で独立して今の職業を始めましたが

、短命で42歳で亡くなり私は4代目になります。弊社の創立は昭和26年で、創業58年になります。会社名も小林土建。

そして昭和48年に法人化しまして株式会社小林土建。その後時代に合った社名と言う事で、昭和50年に株式会社

小林ビルトに社名変更しました。なぜ行田に来て商売をしているかと申しますと、昭和39年頃富士見工業団地で仕事が

次々と出ました。レナウンジャージを手始めに、東京軽合金・協和ボート、他にもいろいろありまして、昭和42年行田営業

所を設立しまして昭和60年に本社を行田市に移転しまして、行田市の企業になりました。職業は建設業の専門職で、

ゼネコンの下で、鳶・土木を主として行い解体工事も行っております。鳶・土木工事と言いますと、仮にマンションを想像し

て下さい。マンションを建てる時にはまず基礎工事を行います。その時に根切をします。根切とは、穴掘りです。

その後コンクリート打設を行い、足場を組立てします。このように根切・コンクリート打設・足場等々を行っております。

また、外溝工事・上囲・盛土・アスファルトも行っております。特に根切をして埋穴をしても、残土が出ます。

この処分が大変で、いつも苦労をしております。皆様で埋立をしたいと言う事が生じましたら、是非ご連絡をお願い致します

。昨年日本の政権が変わりまして、皆様ご存知のように八ッ場ダムが中止になり、なおかつ仕分け人によりまして次々と

仕分けされ、予算が減っておりまして「コンクリートよりは人」と言う事で、我々の仕事は激減する事と思われます。

そんな状況ですが、先人たちの築き上げました精神を大切にし、、また「人間の私」をも大切にしまして、「共に生きる」と

言う「共生」の心をもって企業努力をしていきたいと考えております。

★ 謝辞　　　冨田 久雄会長

普段お付き合いしていても、改めてああいう仕事をしている

んだ・・・と言う事もあるかと思います。

会員卓話、次からもどうぞ宜しくお願い致します。

★ 出席・スマイル報告

★ 出席状況報告...............................................　　　　　中島捷二委員

T ・ 正 会 員 数 54名

A ・ 85年規定承認者 14名

A ・ 理事会欠席承認者 1名

P ・ 本 日 の 出 席 者 34名

B ・ 各承認者の例会出席者 9名

MU ・ 本日のメーキャップ者 0名

本 日 の 出 席 率 70.83％



★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　中島捷二委員

● 冨田会長 いよいよ今年度後半スタートです。　宜しくお願い致します。

● 冨田会長 今日は「私の業」についての会員卓話になっております。担当される会員の皆様ご苦労様です。

● 持田幹事 新年明けましておめでとうございます。　本年も宜しくお願い致します。

● 小池英輔会員 今を大事に毎週ゴルフの出来る事を感謝して。

● 石塚会員 冨田年度、後半も宜しく

● 山本会員 本年も宜しくお願い申し上げます。2月11日、皆様のご協力宜しくお願い申し上げます。

● 内山会員 会員の皆様、本年も宜しくお願いします。本日は卓話でお世話になります。

● 武笠会員 1月誕生者の為の幸福を祈念して

● 山田会員 本年も宜しくお願い致します。　誕生祝ありがとうございます。

● 稲垣会員 本日、会員卓話お世話になります。誕生祝ありがとうございます。

● 永島会員
今日も元気だお酒がうまい。1月10日市民大学の副委員長今村さんがNHKTVにて
「本モロコ」の紹介があり山本さんも登場しました。

● 清水義夫会員
3クラブ合同賀詞交歓会には久しぶりに二次会に参加し楽しかったです。
会長に運転手でお世話になりました。ありがとうございました。

● 小林会員 卓話でお世話に成ります。私の事を知って頂く機会をつくって頂き有難うございます。

● 小沢会員 会員卓話、楽しみにしております。

● 大谷会員 本年も宜しくお願いします。

● 蔭山会員 寒いですね。

● 福島会員 新年明けましておめでとうございます。　限られた時間ですが卓話させて頂きます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。　誕生祝いありがとうございます。

● 古沢会員 本日、早退します。

● 小菅会員
一昨日さくらロータリーに本多平直行田後援会会長として本多の同行でお伺いして参りました。
「新春の集い」のお誘いをしましたのでご理解頂きたくお願い申し上げます。尚、お帰りの際
出口にて「新春の集い」のパーティ券を配布致しますのでご協力頂ける方はお声掛け下さい。

● 中島会員 我が家の庭の白梅が何輪か咲き始めました。(紅i梅はまだですが)
春の訪れが確実に来ておる様です。

● 以下同文
大野会員、碓井会員、大久保会員、清水治雄会員、小島会員、境野会員、柿沼会員

坂田会員、宮内会員、武田会員、坂本会員、岡田会員、鴨田会員、小椋会員

● 本日のニコニコ　54,000円 頂きました。ありがとうございました。（順不同にて報告しました。）

★ 点鐘
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