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さて、４月のロータリーテーマは
母子の健康月間です。
世界保健機関
（WHO）によると、
毎日およそ830人の女性が、妊娠と
出産に関連する予防可能な病気で命を落としています。
妊産婦死亡の99%が開発途上国で起きており、母親と
新生児のおよそ半数が出産時、出産後におけるケアを
受けていません。
また、５歳未満の子どもの死因の上位は、出産時の
合併症、肺炎、出生時仮死、下痢、マラリアです。こ
れらはいずれも、医療によって予防できる問題です。
国連の持続可能な開発目標３（すべての人に健康と
福祉を）では、妊娠、出産、母子の健康、そして安全、
効果的、高品質、かつ手頃に医療やワクチンにアクセ

スできることなど、健康に関する重要な優先事項に取

幹事報告

り組んでいる現状です。
日本での妊産婦死亡数はどの様に推移しているか調
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本日、
皆さまのお手元にお配りされている「ALCO

べてみました。昭和10年は5698人、第１次ベビーブー

越谷５周年記念日頃のご愛顧に感謝のビ ーフカ

ムの昭和22年で4488人、第２次ベビーブームの昭和46

レー」は、小暮さんから皆さまへの感謝の印として

年では905人に減り、近年は30人前後で推移していま

のプレゼントになります。小暮さん、お気遣いあり

す。世界的に見れば低い数ですが、それでも子供が生
まれるという家族にとって最高の幸せの時間に母親が

がとうございます。
②

次回例会のご案内です。

亡くなるという事案がある現実を忘れてはいけないと

次回、４月21日木曜日は、越谷南クラブとの合同夜

思います。

間例会となります。午後６時30分点鐘、橋本家レイ

厚労省の地域医療計画課では、妊産婦死亡は、分娩

クタウン店での開催です。

の中で、予期しない出血や羊水塞栓などが起き、一瞬

次々回４月28日木曜日は休会でして、その前日の27

のうちに心停止が起きることが原因だとし、日本は、

日水曜日に５クラブ合同例会が行なわれます。時間

世界で一番妊産婦を助けられる国であるが、不確実性

は、午後１時点鐘、場所はコミュニティセンター小

の部分があり更に病院間の連携をしっかり取り、妊産

ホールです。２時30分から４時まで井上康生さんの

婦の死亡を減らす努力は必要だとしています。

記念講演があります。

現在のウクライナでは、ロシアの軍事侵攻を受けて

多くの会員の皆さまの参加をお待ちしております。

避難先の病院の地下や地下鉄の構内で女性が出産を余
儀なくされていて、国連人口基金は「適切でない環境
での出産は母子の命を危険にさらす」として危機感を
示しています。
そのうえで「衛生環境がよくない混み合った地下室
などでの出産は理想からはほど遠い。今後増えていく
医療のニーズに対応していかなければならない」とし

委員会報告
◆創立35周年記念実行委員会
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４月14日、本日の午前中に執行部会を開催しました。

て、支援の必要性を強調しています。早く戦争が終結

内容は、コロナ禍での式典開催をどう決断するか。決

して通常の安心な場所で出産ができることを願ってい

まったことは、第１部のコンサートは、予定通り開催

ます。

します。第２部の式典は、予定通り開催します。第３

話しは変わりますが、４月10日にプロ野球ロッテの

部は、
最終判断を今月末にします。コロナ感染が広まっ

佐々木朗希投手が、対戦相手のオリックスの打者に対

ているので、普通の懇親会は行わないとし、今週中に

し、13人連続を含む19三振、内野ゴロ５人、内野フラ

幾つかの案を作り検討します。例えば、アルコール無

イ１人、外野フライ２人の27アウトで一人のランナー

しでお弁当での懇親会とか、３部の内容を２部にかぶ

も出さずに完全試合を達成しました。驚くことに佐々

せるとか、手土産にするとか等検討します。また、４

木投手はこの試合が初めての完投になります。さらに

月18日に、東武食品さんへ行き、食事の内容を相談し

驚くことは、球を受ける捕手が高卒ルーキーの松川選

ます。コロナの感染推移を見ながら最終判断しますの

手で、バッテリーの年齢を合計しても38歳にしかなり

で、第３部につきましては、今月末までお待ちくださ

ません。13人連続三振という新記録以外にも非公式な

い。以上、宜しくお願い致します。

記録が盛沢山な完全試合ですが、バッテリー二人の経
験が少ないことが寧ろこの大記録を達成させたのかと
思います。

スマイル報告

社会奉仕委員会

栗田

今

回

20,500円

累

計

525,610円

晴巳

小暮会員、ありがとうございました！

私と会社

「職場紹介」を通じて

会社創立卓話
皆さんこんにちは。ついに会長年度のスタートま
で３か月を切り、始まったら最後延々と続く会長挨
拶をどうしようと頭を抱えていました。今回の卓話
原稿を書いていたら、岡崎年度に「岡崎巧芸物語」
の続きが聞きたくてワクワクしていたことを思い出
し、これは使えるんじゃないかと閃きました。
弊社株式会社ステアゲートは保険代理店で、越ケ
谷１丁目の事務所と小暮さんのALCO越谷ショッピ
ングスクエア内にショップがあります。創業は平成
３年６月１日で去年30周年を迎えました。もう30年
もやっているんだという驚きと同時に、こんな私を
30年以上も生きさせてくださったお客様と従業員へ
の感謝とどうすれば恩返しができるだろうという思
いだけで仕事をしています。職業紹介の卓話は以前

株式会社 ステアゲート

小林
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に３回位しているので今回はこの仕事を始めたきっ
かけみたいなものを切り取ってお話しようと思いま
す。
生来放浪癖のある私は、現実に行き詰まったり、
次はどうしようと思い悩んだ時、その場から消え去
りたいという衝動に駆られ好きなバイクで全国を彷
徨っていました。
15～17歳…プロレスラーを夢見る。高２の夏、諦め
て東北地方を放浪。
18～23歳…プロのバンドマンを志すが創作欲に限界
を感じ挫折。北海道を放浪後証券マンに。ブラック
マンデー後の悲劇を目の当たりにし潮時を感じる。
25歳…北海道放浪中に学習塾起業を思いつき開業資
金1,000万円を作るため佐川急便入社。

私と会社

「職場紹介」を通じて

会社創立卓話
皆さんこんにちは、会員増強委員会の中村です。
本日は会社創立祝の卓話の時間を頂きありがとうご
ざいます。よろしくお願いします。
弊社、新興設備は創業43年目を迎えております。
私が26歳の時に創業しました結婚を機に自分が社会
の中で通用するのか、しないのか？と真剣に考え、
私なりの無謀なチャレンジの始まりでした。
会社の沿革
創業は1978年９月、場所は越谷市大杉の自宅兼用
で妻と二人でスタートしました。そして４年後に三
野宮に住宅と事務所を新築して事務所を移転しまし
た。それから９年後に現在の住居である北川崎へと
会社を移転しました。そして、それから５年後に社
員が増え手狭まとなり、東町の貸店舗に本店を移転
しました。そして、その、２年後に憧れの本社屋を
現在の東大沢に構える事が出来ました。それから22
年が経って現在に至っております。
創業当時は、身体一つとトラック一台、裸一貫で
始まりました。仕事上の先輩の会社、知り合いの水
道工事店の下請けをメインに仕事をしていました。

株式会社 新興設備
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そして、一人二人と社員が増えていきました。周り
からは若さゆえ、結構、可愛がられていました、仕
事はいつも忙しく身体はきつかったですが毎日が充
実していました。
そして今から30年前の1992年に転機が訪れました。
越谷・松伏水道企業団の指定工事店の許可を頂く事
が出来ました。昔はなかなか認可される事が難しい
時代でした。下請け業者からの自立が出来ました。
これを機に次々と会社に人財が集まり売上も倍増し
て急成長をとげるようになりました。
現在の業務内容は分譲住宅、注文住宅、集合住宅
の給排水設備工事、配水管布工事、造成地引込工事、
リーフォム工事、修繕工事等です。民間工事が７割
で、公共工事が３割の割合です。一番の得意先はポ
ラスさんです。加藤会長のプロシード様からも水道
の引込工事を頂いております。感謝しております。
尚、社員は現在23名おります。その中にインドネ
シア特定技能実修生３名と、ベトナム留学生出身の
社員が２名含まれております。とても優秀です。ベ

株式会社 ステアゲート

27歳…商売の難しさを痛感し塾を売却後また北海道
を彷徨う。奥尻島に渡り青苗の段々畑で日本海を見
ながら就職情報誌を読んで保険代理業を知る。保険
会社の代理店研修生制度は開業資金は一切いらず、
３年後の独立までは保険会社の社員として給料が出
るというものです。借金返済で一文無しになってい
た私はこれに安易に飛びつきます。決めたらすぐに
始めたい性分なので小樽から新潟行きのフェリーに
乗って関越道をぶっ飛ばして帰ります。保険会社の
看板で商売をするわけですから大手に越したことは
ないと思い、上から2社東京海上と安田火災（今の
損保ジャパン）に面接に行きました。２社の個性の
違いに驚きましたが結果、効率は良いがあっさりし
ていて冷たく人間味の無い東京海上ではなく、くど
くど話は長いが私の事を根掘り葉掘り聞いてきた人
間臭い安田火災のお世話になることに決めました。
以来31年間この仕事をしてきて、12年前にロータ
リアンとなり、７月から会長となります。31年前仕

小林 賢弘
事を始めるきっかけとなった場所、北海道奥尻島の
青苗地区は、２年後の平成５年７月12日、北海道南
西沖地震の津波と火災で壊滅してしまいます。飲め
ない私に無理やりビールを飲ませたオヤジの宿とド
迫力の日本海が目の前にあるあの段々畑はもう跡形
も無いと思うと一抹の寂しさを感じます。
当時を思い出してみて、私の20代はかなり馬鹿ら
しいけど面白かったエピソードが腐るほどあるなと
気づきました。この続きは何回分か稼げそうなので
会長挨拶のどこかでお話したいと思います。

株式会社 新興設備

テラン社員も高齢化して、日本人の若手の社員を入
れたいのですが、建設関係の採用状況は難しい状況
ですね。
現在の東大沢の社屋を建てた頃は、南ロータリー
クラブの会員.でした。40代後半の話です。その頃、
世の中は不景気の真只中で、得意先の工務店が次々
と倒産しました。５年間で7000万位の負債を抱えま
した。一番厳しい時代でした。ここは踏ん張り所と
夢中で働き借金返済のため頑張り抜きましたが、財
務に空いた大きな穴はなかなか埋まりませんでした。
10年位頑張ってやっと脱出することが出来ました。
仕事は、失敗を重ね授業料をたくさん払わないと一
人前には慣れない事を悟りました。
弊社の会社案内は、御覧の通り社員の写真をたく
さん載せてあります。会社の主役は、私ではなく社
員だからです。社員ひとり一人の個性を上手に引き
出す事が社長の仕事だと思っております。そして笑
顔と感動が溢れる会社を目指しており、人と人との
出会いとご縁を大切にしております。
過去の思い出の写真を探しても会社の写真は残っ
ていませんでしたので、創業当時の若き自分の写真
をご紹介いたします。26歳頃の写真です。妻も若かっ
たです。私も髪の毛がたくさんありました。お腹も

中村
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出ていませんでした。バリバリの職人でした。43年
前です。あんな自分がいた事に、感慨深く振り返え
る事が出来ました。

あと一つ、弊社の特徴は倫理の学びを取り入れた
活力朝礼にあります。人生は学び合いと魂修行です。
職場の教養を使い、みんなで輪読をして感想を述べ
あいます。とても充実した朝の時間です。これでス
イッチがオンに入ります。そして仕事に向き合う価
値観の共有が出来ていると思います。明朗・愛和・
喜働の精神が弊社の旗印です。会社経営は、如何に
人に恵まれるか、そして自分との闘いだと思ってお
ります。
最後に今後も地域社会に必要とされる会社になる
ために、倫理の学びを軸に、東ロータリークラブ活
動の中で組織の在り方を学び、社会に奉仕できる人
間、社会に貢献できる会社になれる様、努力してい
きたいと思っております。
本日はご清聴ありがとうございました。

