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第1655回例会
2021年10月14日

司会：会場運営委員会／橋本 政行
会報No. 1450号／担当：委員一同
会員数：53名／出席数：23名
出席率：60.0％

経済と地域社会の発展月間／米山月間⑴

会長挨拶
◆黙 想
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会長 加藤 盛也
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敏
◆幹事報告
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◆閉会点鐘

会長

加藤

盛也

みなさんこんにちは。先週の７日夜に発生した地震
で被害はありませんでしたでしょうか。例会場のモニ
ターが転倒していないか心配でしたが、事務局の山崎
さんが翌日に確認してくれて無事の連絡をいただき安
堵しました。
さて、本日は今週の私の行動をお話しさせていただ
きます。先ずは、10月12日㈫に松伏ＲＣの移動例会に
原ガバナー補佐年度に越谷北ＲＣ会長を務めた長谷川
さんと一緒に参加しました。今年の松伏ＲＣ会長、幹
事が私の一学年上の先輩ということもあり、前々から
移動例会が開催できるようになったら参加して欲しい
と言われており、漸く実現いたしました。久しぶりの
移動例会ということもあり、直前に入院をした１名を

除く会員の出席で和やかに開催されました。挨拶の際

幹事報告

に、10月31日に開催される越谷市高校野球大会をＰＲ
して、会長の出席の確約をいただきました。

幹事

隅田

敏

①2021～2022年度オンラインRLIパートⅡ開催の御案

続く10月13日㈬は、不運な日となりました。当日は、
朝から時折激しく雨が降る中でゴルフコンペに参加し、

内が地区から来ていますので、ご案内します。
RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）受講希

プレー終了後に携帯電話の着信、メール、ＬＩＮＥの

望者全ての方がZoomによるオンラインで参加する研

対応をしようとしたところ、通話は途中で切れるし、

修となります。興味のある方は詳細をお尋ねください。

メールとＬＩＮＥは開かないとても危うい状況に直面

登録料は3,000円ですが、クラブで負担をすることに

しました。翌日からの仕事のことを考えて、今日のう

なっています。

ちに何とかしておかなくてはならないと考え、コンペ

記

後の表彰式に遅れる旨を伝え、ドコモショップに行き、

日

時

2021年11月27日㈯

受付で状況を伝え窓口に呼ばれる迄に１時間を要し、

時

間

9：00受付開始

漸く対応してもらったスタッフから３つの選択を提示

セッション開始

9：30開会式

17：15閉会式

10：00～
（50分×６セッション

されました。

12：00～12：50昼食休憩）

①保険対応が可能なので明後日までに同機種であれ
ば交換可能。

②世界ポリオデー・ウォークラリーのご案内
先週の例会でもご案内しましたが、10月24日日曜日

②修理対応をしているドコモショップ春日部店へ行
けば２週間くらいで修理可能。

の世界ポリオデーに合わせて、ポリオ根絶ウォークラ
リーがイベントとして開催されます。

③この場で機種変更をする。

具体的には、丸の内仲通りを東京駅側から有楽町駅

半日でも携帯が使えないと支障をきたす中で、当然

前広場まで、
「END POLIO NOW」とプリントされた

に③の選択になります。一応今の機種を何年使ってい

赤いTシャツとマスクを身につけてゆっくり歩きます。

るかを聞いたところ、「２年半です」「まあ携帯の寿命

事前に人数を把握させて頂きたいので、参加される

は３年前後ですね」との回答をもらいました。やはり

方は、本日２時までに事務局山崎様までご連絡頂けま

一定期間で壊れるようになっているかもしれません。

すようお願い致します。

大急ぎで手続きを終えたのが午後８時、それから遅れ

③次回例会のご案内

て集まりに参加し、会社に帰ったのが午後11時過ぎ。
それから会社でＰＣメールの処理、機種変更後の携帯

10月21日木曜日午後12時30分より例会場において、
ハイブリッドの形式で開催されます。

にアプリのダウンロード、データー移行の状況確認を

主なプログラムとしては、地区で行なわれました社

して、午前１時30頃に会社の隣に借りている部屋へ寝

会奉仕部門及び職業奉仕部門のセミナー報告となりま

に行こうと鍵がある筈の所定の場所を探したのですが

す。

鍵が無く、家族グループＬＩＮＥへ「鍵が無いけど知
らない？」と送りましたが反応もなく、止むを得ず会
社のソファーでゴルフをして痛い体を横たえて寝まし
た。翌日10月14日㈭午前９時にさいたま市の区画整理

委員会報告
◆社会奉仕委員会

畔上

順平

事務所で打ち合わせがあるため、午前５時30分に起き

10月31日から始まる越谷市高校野球大会は第20回の

て自宅へ帰り、シャワーを浴び着替えてから部屋の鍵

記念大会となります。例年になく盛大なセレモニーを

の話をしたところ、娘が使って持ち帰ってきたことが

開催する予定です。開会式当日は朝早くから多くの関

発覚。今更怒ってもしょうがないので鍵を受け取り７

係者の方が集まる予定となっております。委員会のメ

時過ぎに家を出ました。何とも予定が狂った日となり

ンバーだけではサポートが足りませんので、会員各位

ましたが、例会だけは、予定通りに楽しみたいと思い

のご協力をお願い致します。当日は午前７時20分に越

ますのでよろしくお願いします。

谷市民球場に集合となります。

次の例会の案内

スマイル報告

社会奉仕委員会

島根

今

回

21,500円

累

計

247,600円

常二

第1656回 10月21日

社会奉仕部門セミナー報告
職業奉仕部門セミナー報告

私と会社

「職場紹介」を通じて

会社創立卓話

株式会社 さいたま資材

佐久間

誠

会員の皆様、本日は私共の株式会社さいたま資材

また熟練の重機オペレーターや作業員が毎年引退し

の卓話を聞いていただき有難うございました。会社

て減っています。さいたま資材ではそういう問題を

を興したきっかけは、父親が株式会社アオキ（青木

解決するために建設機械のICT技術（誰でも図面ど

会員の会社）で35年間大型ダンプの運転手としてお

おりに運転できる）を取り入れ、省人化や効率UP

世話になっていた経緯もあり、自分も株式会社アオ

をはかり人手不足を解消することや、建設業では難

キでダンプ運転手としてお世話になるようになりま

しい週休二日制の導入、SDGsなど国が取り組むも

した。仲間や友達が土木関係の職に就いていたこと

のに積極的に参加しイメージＵＰをはかり、人材の

から、仕事を頂けるということで平成８年に独立を

確保に力をいれることや、後継者問題では身内以外

決意し、砂利や砂を売る建材業をはじめました。商

でも事業継承ができるよう社員を育成し、長く続く

売も順調になってきた平成15年にさいたま資材を法

会社を目指し生き残る事にも力をいれています。こ

人格にし平成19年には建設業を始め現在にいたりま
す。今抱える問題は、現在少子高齢化が進む日本に
おいて、建設業では仕事があっても人手不足で工事

れからも「損して得とれ」を念頭に「経験」
「実績」
「技術」
「安心」を合言葉に社会に貢献していきます
ので、どうぞ宜しくお願い致します。

を請けられず廃業していく会社がたくさんあります。

私と会社

「職場紹介」を通じて

会社創立卓話

株式会社 けやき建築設計・欅組

畔上

順平

都内の建築設計事務所から独立し、平成17年から
地元越谷で建築設計事務所「けやき建築設計」をひ
とりではじめました。当初は実家の子供部屋だった

が少なかった設立当初に、リフォームや修繕の依頼
を多くいただいた事が今の業態に繋がっています。
業態は変化し続けていますが、当初から変わってい

部屋を改造して事務所化しとても会社とは思えない

ない、仕事へのこだわりは以下の３つです。

様相でのスタートとなりました。その後建築会社を
定年退職した父親が合流し、会社を家族がサポート
する体制で仕事を進めてきました。
元々大学ではまちづくりの研究をしておりました

①デザインにこだわる
②厳選した素材にこだわる
③職人の手しごとにこだわる
色々な変化がある中でもこの３つのこだわりを失

が、研究フィールドとしていた福島県会津地方の集
落の古民家に魅せられ、伝統民家型の木造建築を中

わず仕事を進めていきたいと思っております。現在
は東ロータリーの皆さんにも多くのご依頼ご協力を

心の家づくりを行ってきました。当時越谷で木造建
築というと、建売中心の木造住宅が主流（今でもそ
うですが）で、本格的な木造住宅の需要は極めて少
なく、設計の依頼は皆無でありました。

いただき、「提案・設計」と「施工・管理」をバラ
ンス良く行っております。
今後は建築づくりだけでなく、より地域の価値を
あげる「まちづくり」へシフトしていきたいと思っ

それでも地元のネットワークの支えがあり、徐々
に仕事の機会をいただけるようになりました。現在

ております。地域の価値が上がれば自分たちの暮ら
しももっと豊かに幸せになります。建築を通してま

は「株式会社けやき建築設計・欅組」という社名で
仕事をさせていただいておりますが、設立当初の設
計事務所から設計・施工・管理まで行うワンストッ
プ工務店として業務を行っております。設計の仕事

ちの中に楽しい仕掛けをつくること。こうなったら
イイね！を原動力に幸せな居場所をつくり続けたい
と思っております。

株式会社 さいたま資材

株式会社 けやき建築設計・欅組

