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みなさんこんにちは。
いよいよ今年度例会場で開催され
る最後の例会を迎えました。
一年間を振り返ると年度開始前に
は、楽観視していましたがやはり新
型コロナウィルスの影響を受けた一年と言わざるを得
彩魂 喝采の会

会長

田崎

尚樹 様

ません。夏休み前後には、家族親睦を開催したかった
のですが出来ず、越谷市民まつり、越谷東高校インター
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アクトクラブとの活動、親睦旅行、職場見学、姉妹ク
ラブ台中港扶輪社への行き来も出来ませんでした。そ
う考えるとこれらの事業を実施していた会長幹事の皆
さんは、相当に忙しかったのだと改めて感じておりま
す。
それでもコロナ禍にもかかわらず運よく越谷市高校
野球大会、クリスマス家族例会、越谷南ロータリーク
ラブとの親睦ゴルフコンペ＆合同夜間例会が開催する
ことができました。そして何といっても、今年度越谷
東ロータリークラブの最大のイベントでありました35
周年記念式典が無事に開催できたことに安堵するとと
もに、改めて開催にご尽力いただいきました会員の皆
様に感謝申し上げます。また、会長としての立場でい
ろいろな方とお会いする場を作っていただき貴重な体
験をさせていただきました。

また、来週予定しています最終例会も無事に開催で
きそうでほっとしています。親睦友愛委員会佐久間委

幹事報告

幹事

員長、宮本副委員長はじめ委員会の皆様には、後半に

本日の幹事報告は３点あります。

立て続けに親睦活動が開催できたことによりご負担を

①創立35周年記念誌が出来上がりま

お掛けしておりますが、よろしくお願いします。

隅田

敏

したので、皆さまのお手元にお配

最終例会の会場は、ホテルオークラ東京のメイプル
ルームでの開催となります。こちらの会場は、大内パ
スト会長年度に建替え前の旧館で同じメイプルルーム

りしました。記念誌委員会の宮下
委員長ありがとうございます。
②彩魂喝采の会

会長

田崎様から後ほどご挨拶を頂

で最終例会を開催しました。私も当時幹事として参加

戴しますが、子どもたちからもの凄いパワーもらえ

させていただきましたが、自分の会長年度の最終例会

ますので、ぜひ良いお席が残っているうちに「息吹」

には、建替え後のホテルオークラメイプルで会員みな

のチケットをお買い求め頂きまして、一緒に感動を

さんと集まれることを強く望んでいました。ありがた

味わいたいと思います。

いことに小林ガバナー補佐、大濱ガバナー補佐幹事も

③最後に、次会例会のご案内となります。

参加していただけることになっており、みなさんと

６月30日木曜日

ゆっくり食事を楽しみ、最後は次年度への引継ぎ式を

メイプルで最終例会となります。バスのご案内を昨

見届けて頂ければと思います。よろしくお願いします。

日メールとFAXで、本日クラブのグループLINEに

実は、今月もう一つ役職を満了することになってい

送信させて頂きました。よろしくお願い致します。

午後６時からホテルオークラ東京

ます。今日の例会終了後に東京へ移動して、NPO法
人の総会に出席することになっていますが、２年間務

皆さまのご協力を頂きながら１年間、幹事を務めさ

めた理事長を任期満了により退任します。元々自衛官

せて頂きました。心から感謝申し上げます。幹事報告

OBが立上げ、自衛官OBが歴代理事長を務めていて、

は以上となります。ありがとうございました。

私が初めて民間から理事長職を拝命することになりま
したが、就任してからは、海外で実施しているN連事
業がコロナウィルスの影響を受け、予期せぬ出費が嵩
み、赤字が膨らんだ問題の対応、派遣スタッフの家族
への対応などが続きました。その様な状況の中で、新
たな事業の取り組み、組織の再編を行い次の理事長へ
バトンを渡すことができます。理事長という立場で東
ティモール大使と打ち合わせをし、防衛省事務次官へ
の表敬訪問時に同席するなどの経験をさせていただき
ました。また、過去に東ティモール大使を務めた方や
PKOの隊長を務めた方とも知り合うことができ、今
まで知らなかった世界を知ることができました。
この一年間は、60歳を目前にする私の人生において
貴重な経験と財産を得ることができました。７月から
は、小林会長、北林幹事、株竹ガバナー補佐年度の応
援をさせていただきます。本当にありがとうございま
した。

スマイル報告

社会奉仕委員会

齊藤

今

回

24,000円

累

計

715,600円
次の例会の案内

第1689回 6月30日

最終例会

（ホテルオークラ東京 メイプル）

敦

私と会社

「職場紹介」を通じて
株式会社 ハマノ

会社創立祝い卓話
私は両親が始めた酒屋を市立病院の隣で（現在の
セキ薬品東越谷店）35歳まで営んでおりました。酒

浜野

隆浩

土地の有効活用をしないと財産を維持できないと
思いました。

屋も浜野商店という屋号で法人化してありました。

そこで税理士や銀行などに相談したら28歳の時に

住んでいるところ以外にも余計に土地があったも

まずは、アパートを建てたらどうか相続税対策にも

のですから花田地区と東越谷地区が区画整理により

なるしと、言われて積水ハウスのアパート三棟12世

開発されて住宅地なり固定資産税と都市計画税が高

帯を建てました。この時に酒屋とは別に損害保険と

騰してきて土地の有効利用をしないと税金は払えな

不動産管理の会社を平成元年10月に設立しました。

くなってきました。

同時に東京海上の代理店の資格を取得しました。ま

因みに調整区域と市街化区域では固定資産税は更

さか酒屋を辞めるとは思ってもいなかったから東京

地では100倍違うと思います。住宅やアパートなど

海上の代理店になっていて良かったと思っています。

建物が建っていればであれば半額になります。田ん

30年以上損害保険の代理店をやっているとお陰様

ぼは１たん300坪ですが固定資産税は8000円ぐらい

で取り扱いも増えてきました。商号は有限会社メル

ですみます。

シーハマノでありましたが、平成18年に商号を変更

それに酒のディスカウントショップなども出てき

して株式会社ハマノに移行しました。

て酒屋の将来はないなと感じていました。越谷にも

まだ、この頃は酒屋をこの先も経営していくつも

酒の問屋が２社ありましたが問屋で買うよりディス

りでしたが、今度は酒屋の店舗兼住宅の建物が区画

カウントのほうが安くビールなどを販売していまし

整理で道路にかかるために移転しなければならない

た。

ことが分かりました。今期で33期目になります。建

私と会社

「職場紹介」を通じて
合同会社 TY・エステート

合同会社設立
合同会社設立の卓話を致します。名称は合同会社
TYエステートであります。
代表社員

豊次の他、長女、長男、嫁の３人で構

成されています。今年でちょうど10年になります。
合同会社とは出資者・経営者がイコールで、出資
者全員が有限責任社員という特徴を持つ会社形態の
ことです。
メリットとしましては、
①

合同会社は設立費用が安い

②

合同会社は柔軟な運営が可能

大野

豊次

③

合同会社の社員が「有限責任」

④

合同会社は決算公告が原則必要ない

ということです。
ペットケアマンションのコンフォート宮本。ア
パートの宮前壮、泉町コーポを豊次より買い取り、
その費用を10年30年かけて返済していきます。
設立・運営にあたり会社経営のノウハウを学び、
多くの人、会社とのめぐり逢いいろいろ勉強して、
多くの財産を得たと思います。

株式会社 ハマノ

浜野

隆浩

物を解体して建て替えるとなると大変なことだなと

商売が合わなかったのか１年で建築協力金は放棄し

は思いました。どうしようかずいぶん悩みました。

撤退してしまいました。まさか１年で撤退すると

土地が広かったものですからコンビニエンス（セ
ブンイレブン、ローソン、ファミリーマート）勧誘

思ってもいなかったのでビックリしました。ただし、
建築協力金には税金がかかります。贈与と同じこと

に来ましたがあまり良い感触ではありませんでした。 になりしっかりと税金がかかりました。その後セキ
銀行から市立病院が院外処方になるからドラッグス

薬品が出店したいと申し出があり貸すことになり現

トアーに貸してしまった方がいいのではと言われて

在に至るわけであります。

院外処方とはなにかをよく調べました。

そして、花田三丁目のマルサンの隣にも土地が

そうこうしているうちにドラッグストアーが何社

あってサンドラックと言うドラックストアーから出

か建築協力金を無利息で全額出すから土地建物を貸

店の申し込みがあり同じ条件で貸したらやはり撤退

してほしいと申し込みがありました。土地は私の個

してしまいその建物は、その後100円ショップが入

人の名義ですが建物は法人名義になっています。

り現在は浦安にある株式会社リエイ、デイサービス

野村監督が生前、人生には坂が３つあるといわれ
ていました。上り坂、下り坂、ま坂です。ま坂があ
ると大変なんですけどいい方向に転んでいく場合も
あります。
最初は住友商事のトモズと言うドラッグストアー
と三井住友銀行が熱心に来てたので貸したんですが

の会社に貸しております。
この他に会社とは別に私の個人事業として車の青
空駐車場が53台と貸倉庫があります。
これからも皆様にご指導していただきながら会社
経営、そしてロータリー活動をしていきたいと思い
ます。

合同会社 TY・エステート

大野

豊次

