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「ロータリーの未来は
あなたの手の中に」

第 四 十 五 回　例会　　第９回職業奉仕会員卓話『私の生業』

★ 点鐘

★ 国歌斉唱　　 .　　君が代

ロータリーソング斉唱　第2週　奉仕の理想

★ 四つのテスト唱和

★ 会長報告　 .　　冨田 久雄会長

★ 幹事報告... ....持田 朋春幹事

★ 委員会報告

★ 第9回 職業奉仕会員卓話　「私の生業」

★ 謝辞　 .　　　 .　冨田 久雄会長

★ 出席・スマイル報告

★ 点鐘

★ 来訪者紹介 ★　冨田 久雄会長

成川瑞希さんとお母様の成川智美さん。そしてイザベラさんです。

★ 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。今年度最後の月、6月を迎えました。残り3回の例会でございます。

会長のお役を全うすべく、最後まで頑張って参りますので皆様のご指導ご協力を宜しく願い申上げます。

本日、今年度の39期生青少年交換学生「イザベラ」さん。そしてブラジルから帰国された成川瑞希さんとそのお母さんの

成川智美さん、3人の方々が例会に参加して頂いております。1年間頑張ったお2人を、心から歓迎したいと思います。

皆様盛大な拍手をお願い致します。本当にご苦労様でした。これから貴重な経験を多いに発揮し、国際理解の向上

世界平和の推進に寄与して頂きたいと思います。

さて、今期の最後の事業になるわけで御座いますが、先週の5日6日と第11回目の行田・白河児童交流会を実施致しまし

た。白河ロータリークラブの佐藤憲一シスター委員長さんを中心に企画して頂きまして、国立那須甲子青少年自然の家を

舞台に2日間行われたわけで御座いますが、素晴らしい天気に恵まれ「福島ユナイテッドＦＣ」のプロのサッカー選手の

指導によるサッカー教室、そしてキャンプファイヤーを行いながらの両校生徒による発表会もあり、行田市立中央小学校

26名の皆さんも「そうらん踊り」を披露するなどして、みんな立派に発表していました。とても素晴らしい感動の交流会でご

ざいました。このような事業こそ、ロータリーにふさわしいものではないでしょうか。参加頂きました関係各位に対しまして、

心から感謝申し上げます。今年度は姉妹クラブに担当して頂いたわけでございますが、大野委員長には心より御礼申し上

げます。最後に、本日は今期最後の会員卓話でございます。担当されます会員の皆様、よろしくお願い申し上げます。

以上で会長報告を終わります。ありがとうございました。



※ イザベラさん　 ※ 成川瑞希さん　

この間の京都の旅行は楽しかったです。私は日本での

ロータリーの例会出席は、これが最後になります。

今月の20日にはブラジルに帰ります。日本の皆さんは

とても優しく、私は嬉しかったです。ありがとうございました。

ブラジルに派遣させて頂き、先日帰国致しました。ブラジル

での報告は、帰国報告会で改めて報告させて頂きたいと思

います。この１年間、素晴らしい経験が出来ました。これもみ

なロータリーの皆さんのおかげです。ありがとうございました。

※ 成川智美さん　

娘が無事に帰って着て、逞しく帰って来てくれたと思いまし

た。すごく大きくなって帰ってきたとも思いました。

皆様のお力添えにより、無事に行って帰ってこれた事、

とても感謝申し上げます。ありがとうございました。

記念品の贈呈。そして記念写真を撮りました。

★ 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第９回職業奉仕会員卓話

『私の生業』になります。会員卓話発表者の方、宜しくお願いします。

先週の5日～6日、姉妹クラブ白河ＲＣ児童交流例会では、

国立那須甲子自然の家で1泊して白河ＲＣとの懇親を深めて参りました。

中央小学校の5年生6年生、26名の参加を頂き盛会に終了できました。

姉妹クラブと親睦委員会の皆様、お世話になりました。

6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）6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）最終例会企画案について承認されました。

～幹事報告 次のページへ続く～



～幹事報告 前のページより続き～

３）行田アンサンブル協会『第14回定期演奏会』後援承認されました。

４）木下航志『Ｓｕｍｍｅｒｌｉｖｅｉｎ ｇｙｏｕｄａ』後援承認されました。

５）『武蔵水路改築対策市民会議』設立の後援が承認されました。

６）6月1日、行田さくらロータリークラブ『我等の生業』出版記念例会に、2570地区加藤玄静ガバナーをはじめ、

...第五グループ細井ガバナー補佐・会長・幹事が招待されて、盛大に開催されました。

７）6月12日、青少年交換学生イザベラさんの送別会を、3クラブ合同で盛大に開催します。

...関係者の方は出席をお願いします。

８）来週6月17日（木）の例会は、行田ロータリークラブ クラブフォーラムになります。

...例会出席のご案内の返信を忘れずにしましょう。

★ 委員会報告

※ 親睦委員会　小島一男委員長

先日の親睦旅行ではお世話になりました。多数の参加を

ありがとうございました。保川下りでの記念写真ですが、

ご希望の方は事務局の方にお申し出下さい。価格は

小さいサイズが1260円で大きいサイズが1575円です。

宜しくお願いします。最終例会では、会員とご夫人の皆様の

ご参加をお待ち申し上げます。なかなかお聴きする事の

出来ないピアノ演奏もあります。そして恐縮ではございます

が、会費制とさせて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。

※ 青少年交換委員会　武田和則委員長 ※ 渡辺栄一会員

この度、ガバナーより感謝状を頂きました。

ここにご報告申し上げます。

今年度限りで退会させて頂く事となり、今までの皆様への

ご恩返しと言う事で、最終例会では私の方でピアノ演奏を

ご提供させて頂きたいと思います。最終例会には、ぜひご

出席して頂き、素晴らしいピアノの音色を楽しんで下さい。

★ 第９回職業奉仕会員卓話『私の生業』

※ 小澤瑛会員 ※ 坂田幸彦会員



※ 碓井勝也会員 私は32年間、この言葉を身上として土地家屋調査士を

生業としてまいりました。「杭を残して悔いを残さず」です。

文字通り、貴重な資産である土地の管理を大切にしようと

いう意味であります。今は、土地を売買するにしても有効利

用するにしても、必ず事前に境界査定を行い、杭を埋設し、

実測して測量図を上げ、全てが始まっていきます。

開発も建築も売買も、であります。お手元の図面をご覧に

なりながら聞いていただきたいと思います。測量する時は、

隣接する全ての土地から境界の同意書、承諾書を

求めなければなりません。

県道ならば最寄の県土整備事務所、市道ならば市役所、水路ならば水路管理者、民地ならばそれぞれの隣地所有者

から、立会証明書を頂くことになります。これが無いと、例えば登記所などに分筆登記が申請できませんし、実測売買も

出来ません。その際、いざ事に及んで実測するとなって、意外とはっきりしないのが「杭」なのであります。確かあの辺にあ

った。このあたりにあったはずだ。から始まり、ブロック工事で抜いちゃった。境界がはっきりしないうちに隣が家を建てち

ゃった等々・・・・。かなり深刻になってから依頼される事も、多々あります。また県土整備事務所や市役所、水路管理者な

どに境界査定の申込みをしても、時によっては１ヶ月以上待たされることもあります。隣地が絡めば、役所は平日隣地は

土日でと、立会日の設定もままなりません。挙句の果てには、境界に言い分の違いがあっても言いだしっぺの当事者には

期限があるため、止むを得ず折れて不本意な結果を受け入れざるを得なくなるという事で、急な測量というのは不利であり

、余裕を持って行うべきものなのです。そこで「杭を残して悔いを残さず」ということになるのです。

お手元の図面をご覧ください。県道・市道・水路・民地、それぞれに隣接するあなたの土地といたします。

それぞれの担当部門に立会を求め、立会証明書をいただきます。隣地も絡む杭については同じ日に立会を求め、

承諾印を頂かなければなりません。何処にどんな杭が入ったか、図面と写真を残します。さらに今は街区基準点と申し

まして、市内のいたるところに、世界座標系を持った測量原点が設けられています。市街地ではその原点からの測量が

義務付けられており、従来よりも申請人の負担は増加しておりますが、世界座標系で測量しておけば、大地震等で境界

が分からなくなっても衛星を使ったGPS測量によって、杭を復元することが出来ます。所有者にとっても役所にとっても、

大きなメリットになりますね。このように一口に測量と言いましても、準備から立会・依頼調整・現場での立会い・基準点か

らの測量・記録の保存と、非常に時間がかかります。「うち（家）の土地は杭があるから大丈夫だ」と思っていても、境界立

会を済ませて立会承諾書を頂いていない土地は、確定測量が済んでいないのだと認識しておいた方が宜しいでしょう。

土地は貴重な財産です。お手元のような「確定測量図」が必要です。「杭を残して悔いを残さず」ご用命は碓井測研へと

言う事で、私の話を終わります。ありがとうございました。

※ 諸貫健一会員　 私は3回職業が変わっています。今日は最初の職業のお話

をします。昭和32年に北海道国立大学の経済学部に入学

し、3年生の時には単位を全て取得してアルバイトに専念し

ました。アルバイト先は、薄野にある証券会社の黒板書きで

した。当時証券会社は主な株価を黒板に短波放送から出る

銘柄と価格を手書きで書いておりましたが、そのスピードは

非常に早く普通の人には聞き取るだけでやっとです。しかし

私はその仕事を難なくこなす事が出来たのです。理由は、

小学生の時国家検定珠算2級を取得してためと思われます

。このため、黒板書きは私の専業となり、夜は社員とマージ

ャンをすると言う、楽しく稼げる8ヶ月でした。

その年の秋に支店長によばれて、「支店長推薦でこの証券会社に入社しないか？」と言われ、ちょうどその頃東京火災海

上の試験に落ちていた所為もあり、渡りに船と承諾しました。翌年3月に東京本社で研修を受け、配属されたのが渋谷支

店でした。新人営業マンの誕生です。研修の時に々テーブルだった3人が、どう言うわけか同じ支店になり、お互いに助け

合い遊びあう3兄弟になります。新人教育は飛び込み営業で新規顧客の開拓です。半年で約100件の顧客が出来ました

。入社3年後は群馬県高碕市の支店に配属になりました。とても居心地がよく、お客様・上司・同僚ともにとてもフレンドリ

ーでした。車で1時間以内のところにたくさんの観光地があり、観光には事欠くことはありませんでした。

～諸貫会員 卓話 次のページへ続く～



～諸貫会員 卓話 前のページより続き～

話は前後しますが、渋谷支店に勤務の頃に支店長から「お前結婚の話はあるのか？身辺調査がきたぞ。『今井は良い旦

那になります』と答えておいたから」との事。この事をすっかりと忘れていた頃、実家から見合いの話が出て東京でデートし

ました。それが今の女房です。当時は中学生に見える程に世間知らずで愛らしく食べてしまいたいくらいでしたが、

あれから47年、今ではすっかり変身してしまいあの時食べておけばよかったと悔やんでいます。

※小池英輔会員 私は地元中央小学校から熊谷中学に学び、早稲田大学商

学部を昭和27年に卒業し、大阪の船場、繊維問屋街で

2年間奉公し、本場大阪商人道を学び、親父の創業した

楽屋足袋株式会社に入社し、一昨年まで代表取締役として

半世紀50年事業経営に務め、昨年息子にバトンタッチしま

した。過ぎし50年を振り返ってみますと、今日の行田市発展

の基幹産業として明治・大正・昭和と三代にわたりその地位

を保持し続けた足袋被服を中心とした地場産業も、歴史の

返還と共に幾多の転換期に立たされ適切な対応を模索し

努力致しましたが、時流の変化や生活様式の変化には抗し

きれずかつて足袋の黄金時代に築いた地場産業としての

力とは程遠いものとなってしまい、隔世の感が致します。わが社は創業以来「日本古来のきもの文化の一翼を担い

足元文化を創造する」企業理念のもと、足袋・靴下・ユニフォームを基盤としたトータルアパレル企業としてお客様に

心から愛される物作りを推進して参りました。21世紀のファッション業界は、量産化の一方で個性化・ニーズの多様化・

高度化するお客様からの要望に応え、伝統に裏打ちされた確かな技と新しい技術にも挑戦し、企画から販売まで一貫し

た責任を果たしていく企業体の実現を目指し、総力をあげて日夜励んでおります。また、これまでわが社を支えてきた

中核（コア）事業に加え、蓄積された資産の有効活用事業にも積極的に取り組み、如何なる時代にあっても変化する環境

に柔軟に対応しながら、財務内容の充実を計り、社会貢献出来る企業を構築し、会社を永続させていくよう努力致したい

と願っています。皆様の末永いご指導、ご厚情を心からお願い申し上げ、わが社の紹介と致します。

★ 謝辞　冨田久雄会長
本日もまた、会員卓話をありがとうございました。

★ 出席・スマイル報告

★ 出席状況報告...............................................　　　　　　武井茂委員長

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 12名

A ・ 理事会欠席承認者 1名

P ・ 本 日 の 出 席 者 38名

B ・ 各承認者の例会出席者 8名

MU ・ 本日のメーキャップ者 4名

本 日 の 出 席 率 84.00％



★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　武井茂委員長

● 冨田会長 本日今年度最終の理事会でした、役員並びに理事そしてアドバイザーの永島、渡辺パスト会長
ご指導ご協力誠にありがとうございました。

● 冨田会長 今年度最終の月になりました、最後までよろしくお願い申し上げます。
特にニコニコのご協力をご期待申し上げます。

● 持田幹事 白河児童交流会おつかれさまでした。会員卓話よろしくお願いします。

● 稲垣会員 卓話者の皆様おつかれ様です。

● 碓井会員 本日は卓話をさせて頂きます。ご静聴ありがとうございます。

● 内山会員 成川さん、おかえりなさい。イザベラさん一年間よく頑張りました。
お元気でブラジルでお過ごし下さい。

● 永島会員
さきたま古墳と埼玉の津について埼玉新聞で毎週月曜日に記載されております。
あと８週続く予定です。最後の１３週目をご期待下さい。

● 大島会員 小池英輔会員、ご子息ご結婚おめでとうございます。

● 大島会員 誕生記念

● 大谷会員 卓話の皆様ご苦労様です

● 小澤会員 木下航志ライブご協力ありがとうございます。

● 黒渕会員 二人目孫（男子）が生まれました。
今年も佐渡ロングライド２１０㎞に参加、好天に恵まれ無事完走出来ました。

● 小林会員
初夏のひざしが強く感じるこのごろです　皆様お体をご自愛ください。
先日親睦旅行でお世話に成りました。

● 小山会員 イザベラメグミ、成川さんようこそ行田RCへ歓迎いたします。

● 坂本会員 白河交流会お世話になりました。有賀会長は、来年もやりたそうでした。

● 清水(義)会員 京都旅行の写真ありがとう。

● 鈴木会員 来週の親睦ゴルフ最終会よろしくお願いします、スミマセン、本日早退します。

● 中島会員 会員卓話者の皆様ご苦労様です。勉強させて頂きます。

● 山田会員 卓話ごくろうさま

● 渡辺会員 一日一日が大事な例会になりました、あと２回がんばります。

● 武田カウンセラー イザベラは世界平和にこう献して下さい、イザベラのこれからの責務です。元気でね！！

● 湯本会員 本日は坂田会員、小澤会員、碓井会員、諸貫会員、小池英輔会員、卓話御苦労様です

● 以下同文
阿部会員・小池(英)会員・小椋会員・小島会員・柿沼会員・鴨田会員・小菅会員・齋藤会員

境野会員・坂田会員・清水(治)会員・石渡会員・福島会員・小池(利)会員・古沢会員・武井会員

本日のニコニコ　５５,000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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