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＜ビジター・ゲスト＞ 

(株)奥井組 代表取締役 奥井 利幸様 

(株)奥井組 総務部 課長 瀬島 克紀様 

(株)オクイテクノス 部長 榎本 芳夫様 

 

☆★会長の時間 西山 祐三会長 

先日、2 日に中央公民館において 2016 年規

定審議会での決定事項を受け、当クラブでの

定款および細則の見直しを 9 名の方々で検討

いたしました。ほぼ変更点等は把握出来まし

た。間もなく手続要覧が届く予定ですので最

終的には届き次第変更をと思っております。 

私は 2 月 4 日 70 歳の誕生日を迎えました。

その際、会社において何れはゴルフにおいて

エージシュートをやりたいと思っていると事

務所の人に公言してしまいました。平成 26 年

5月 17日平成倶楽部鉢形城コースにおいての

コンペで 37、44 の 81 のベストスコアを出し

ました。その年は 4 月 29 日 91、5 月 5 日 89、

5 月 12 日は 85、そして 17 日の 81 のスコア

でした。季節も良くメンバーも良く私自身信

じられない 2 週間程のゴルフ絶頂期でした。

その後 21 日 99、26 日 95 と普段のスコアに戻

っております。 

今から 18 年ほど前から西武ドーム傍のテ

ニススクールでテニスを始めまして、毎週日

曜日朝 8 時過ぎから 1 時間 30 分のスクール

に通っております。私の健康の源はテニスで

はと思っております。体を鍛え長生きをすれ

ば、もしかしてエージシュートの可能性もあ

るかも知れません。 

以前、お話を致しましたが、毎年我が家の

猫の額ほどの庭に四十雀が 3 月下旬に巣作り

を始めますけれども今年も 2 月 12 日、番が巣

を下見に来ました。立春も過ぎそろそろ春が

近づいて来たようです。 

 

●喜寿の挨拶  岩崎茂会員 

 喜寿のお祝いありがと

うございます。本人は 77

歳の自覚が全くございま

せん。これからもよろしく

お願い致します。 

 

●委員長報告 

ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

2 月 21 日(火)6 時半より中央公民館にて第

3 回ロータリー情報委員会の勉強会を行いま

す。講師は齋藤栄作地区社会奉仕部門委員長

にお願いしています。よろしくお願いします。 

広報委員会 木下登委員長 

本年度の広報活動方針であります、公共イ

メージと認知度の向上の第二弾であります、

埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校へバ

スケットのユニフォームを寄贈いたしました。

その内容が載っております、2 月 3 日埼玉新

聞のコピーを本日配布いたしましたのでご覧

になってください。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

山岸義弘君、忽滑谷明君、西山祐三君、吉沢

誠十君、関谷永久君、繁田光君～奥井様本日

はありがとうございます。卓話楽しみにして

おります。宜しくお願いします。 

本日\6,000  累計\697,500 

 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

43 名 28 名 68.3％ 69.2% 

事前欠席連絡 4 名 
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■■■ ■■■ 
「種子島ロケットブース輸送 100 本を超えて」 

奥井 利幸 様 

当社は創業以来

皆様の暖かいご支

援に支えられ、お

かげさまをもちま

して半世紀あまり

の歴史をかさねて

まいりました。 

■「会社風土」 

急ピッチな時代の変化とともに産業界も多

くの変遷をくりかえし、お客様のニーズも多

様化を極めております。私共もこの間、業界

の基本である「運輸・物流・機工」の部門と

昨年新たに新設いたしましたプラントを加え、

四つの部門を主軸としながら、クレーンリー

ス部門や鉄板・ウェイト等の各種リース事業

部門の拡充をはかってまいりました。益々大

型化、一体化するプラント機器等の大型重量

物の運輸・輸送を行っております。キャリア

及びコンビネーショントレーラーの導入によ

り、増大するニーズにお応えし、様々な現場

での大型重量物の輸送を可能にしております。 

また、近年、精密機器装置の輸送が増加する

傾向にあります。当社でもエアーサスペンシ

ョントレーラー及びトラックを導入し、デリ

ケートな精密機械を大胆かつ繊細に輸送して

おります。 

Ｈ２Ａロケットブースタ輸送のきっかけは、

日本大学名誉教授の木村秀政博士と YS‐11

の出会い、又、鳥人間コンテストでの日産自

動車エンジニアとの夢のある交流から、“熱い

情熱と彼らの夢”国産ロケット開発による

“壮大な宇宙への夢”を聞いており、平成 9

年に日産自動車の宇宙開発事業部より輸送の

打診がありました。種子島へのブースタ運搬

は当時ハードルの高い仕事ではあったが、挑

戦しがいは十分。何より宇宙開発事業として

国策に従事でき、大変名誉なことと思い即決

いたしました。 

平成１０年以来、奥井組は宇宙航空研究開

発機構(JAXA)のロケット発射に使用される固

体ロケットブースタを運び続けています。 

群馬県富岡の IHI エアロスペースから鹿児

島県の種子島宇宙センターまでの道程を紹介

します。 

富岡工場を出た輸送車は平均時速 30km で

翌日未明に東京湾フェリーターミナルに到着。

３日がかりの船旅で北九州福岡へ。陸路で鹿

児島のフェリー乗り場に平均時速 50km で運

行。種子島西之表港にフェリーに乗り６日目

に到着。ヘッドと台車を合わせた全長は約 22

メートルにも及び、単体では周囲の確認がで

きないので、先導車と後導車の乗務員からの

無線の指示が頼

りである。こう

いった特殊重量

物の輸送は乗務

員の共同作業に

なる為チームワ

ークも大切です。 

最後に、福利厚生としては、 

●第 5 回入間市駅伝競走大会への参加 

●介護付き有料老人ホーム「住まいる入間」 

●ビニールハウス水耕栽培 

と社内ふれあい広場 

本日は水耕栽培で作っ 

たレタスをお土産に持 

って参りました。どうぞ 

召し上がってください。 

 

■回覧、配布物 

① 中小企業大学校 経営後継者研修のご案内 

② ハイライトよねやま 203 

③ RI 第 2570 地区第 3Ｇ ＩＭ開催御礼 

④ 国際ロータリー高校生向け留学説明会 

⑤ 2/21 ロータリー研修会出欠席表 

⑥ 3/9 日帰り美術館出欠席表 

⑦ 2017-18 年版ロータリー手帳申し込み 

⑧ 1/29 産経新聞「企業の志魂イチヤナギ」 

⑨ 2/3 埼玉新聞 入間ＲＣ掲載記事 

⑩ 1/26 新年会会計報告書 

⑪ 他クラブ週報＆変更のお知らせ 

⑫ 入間ＲＣ週報 26、27 号 

⑬ 西山会長より「今日は何の日」 

⑭ 本日の卓話資料 
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