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＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長 
本日、昼間ゴルフを

された会員の皆様はお

疲れ様でした。楽しい

ゴルフになったと思い

ます。 

本日ニュースでユネ

スコの無形文化遺産登

録に「来訪神、仮面、仮想の神々」が登録さ

れました。｢男鹿のナマハゲ」「米川の水か

ぶり」琉球の｢パーントウー」があります。 

昨年まで私が地区の社会奉仕部門委員長を

しているときに小委員会に「世界遺産登録、

無形文化遺産登録推進委員会」がありまし

たが、近ごろの傾向として無形文化遺産登

録においても単独では中々登録されないの

が通常です。今回も例にもれず 8 つの県の

１０の神々が一緒に「無形文化遺産」とし

て登録されました。 

12 時 30 分の新幹線にのって本日京都よ

り戻ってきました。11 月 27 日、27 年目の

結婚記念日を迎える事が出来ました。 

ここ数年結婚記念日は縁を感じて毎年京都

で過ごしています。今年は 27 日から 28 日

29 日と 2 泊３日で出かけてまいりました。 

ご縁は大徳寺塔頭 黄梅院 小林大玄住職か

らいただいたものです。五年前に初めてお

会いした際に結婚記念日の旅行である旨を

お話ししたおり、素晴らしいお言葉を朱印

帳に書いていただいたのがきっかけで、そ

の後毎年お言葉をいただいています。いた

だいた言葉は「絆」です。 

「絆」：半分と半分とが織りなす美 あなた

も半分、私も半分 

 

京都での常宿はウエステイン都ホテルです

がこちらのホテルを常宿としている有名人

には歌舞伎役者の片岡愛之助さんがおり、

たまたま同じ期間に新しくなった京都南座

で出演されていることから宿泊されていま

した。奥様の藤原紀香さんも来られている

ようでした。お二人の愛車がホテルの正面

玄関に駐車してありました。 

そして、今年は京都で有名な市バスと地下

鉄を使って移動することを楽しみにしてお

りました。市バスに乗って修学旅行生の女

子生徒たちに家内と共に席を譲られたのに

はびっくりしました。もちろん初めての経

験でしたが。 

 

＜幹事報告＞ 豊田義継幹事   

＜報告事項＞ 

1.11月 24日、RLIセミナー

PARTⅡが国立女性教育会

館で行なわれました。 

関谷、滝沢、豊田出席 

2.本日例会後、IM実行委員

会を当会場で行ないます。 

関係者の出席をお願い致します。 

＜予定等＞ 

1.11月 30日、冬の交通事故防止運動の出

陣式が入間市役所で行なわれます。 

（会長出席） 

2.12月 18日、入間市ロータリークラブの

クリスマス家族会が行なわれます。 

 会場は、川越総合卸売市場内のマーケッ

トテラスです。（会長、幹事出席） 
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■会員卓話｢我等の生業｣■ 
    ✿後藤健会員✿     
平成 27 年 1 月の第

一例会に入会しまし

た。入会当時は右も左

も判らなく、皆様の御

指導により少しづつ

ではありますが、ロー

タリークラブの意義

も理解できるように

なりましたが、まだま

だ発展途上でござい

ます。 

さて本日は、入会当時に行いました、職業紹

介及びイニシエーションスピーチと被る部分

もございますが、私の生業をお話させていただ

きます。 

電気工事業です平成 4年 7月にＪＲを退職し

た父と、二人で創業しました。当時はまだ若さ

もあり髪の毛も真茶色で、体格もよく元気な現

場の職人から始まりました。それから 26 年が

過ぎました。様々な出会いやその中での信用も

あり、現在は社員が 26 名事務パートも含める

と 30 人の企業に育って参りました。ロータリ

ークラブ加入時の職業紹介では、電気工事業で

ありますが、主に鉄道関連施設の工事を中心に

行っていると話しました、現在でも半分は鉄道

関連工事の部門が多く、最近では渋谷駅の改良

工事のウエートが大きくなっております。それ

以外では水銀灯の製造中止や、ＰＣＢの関係で

ＬＥＤ化への照明交換工事が増えています。貨

物構内の照明鉄塔のＬＥＤ化はもピークを迎

えており、年度内で横浜羽沢駅、熊谷貨物構内

など、忙しくなっております。 

本日は、鉄道関連ではなく、当社が 2015年か

ら参入しました。低圧単独計器失効替えの業務

についてお話します。入間市の上藤沢で家庭用

の電気メーター交換業務です。当社は東京電力

川越支社管内、入間市、飯能市、日高市、鶴ヶ

島市、坂戸市、川越市、川島町、鳩山町、越生

町等を中心に施工しております。作業人員は 10

名一日平均 20～30件の交換を行っております。

本日お集まりの方のお宅にも当社の作業員が

お邪魔するかもしれませんが、その際は、御協

力の程よろしくお願いいたします。 

もともと、メーターは 10 年に一度計量法に

より交換しており、計量法では水道メーター、

ガスメーター、タクシーメーターもあります 

国の施策により７年で日本全国全世帯をス

マートメーターに交換する事になり。又、電力

の自由化も始まり、それぞれの需要家が好きな

電力会社を選べるようになりました。そのため

にはスマートメーターを設置することが条件

となり、2015,2016 年はメーターが足りなくな

る事態も発生しました。 

スマートメーターはどの様なも

のかと、申しますと遠隔で操作が

できます。お金を払わなければ、

遠隔で切れます、入金が確認でき

ましたら、その場で送電が出来ます。季節によ

って 30Aから 40Aに変えたりなどその時々の使

用量に於いて、インターネットから契約変更が

出来ます。太陽光や時間帯の設定も 1個のメー

ターで操作できます。一番の大きな利点は、検

針が必要では無くなります。現在は検針の方々

もいますが、今後人材不足になる観点から、検

針をデーターで送れることが大きな利点だと

思います。通信方式には、大きく分けて 3通り

あります。 

920MHZ マルチホップという方法です。これは、

一般的に使われる方法で近くのメーターそれ

ぞれが通信を行ってコンセントレーターに送

る方法です。 

次がＩＮ無線方式いわゆるそれぞれが、携帯

電話です、郊外や山岳地帯に使用します。 

次が PLCです大型の集合住宅や地下設備に有

効です。電力線をそのまま通信線として利用し

て地上のコンセントレーターに送ります。 

作業の手順ですが、基本的に停電はしません。

無停電の工具を取付け、工具で通電状態にして、

抜いて差し込みます。条件のいい場所ですと 5，

6 分で交換を終了します。このような方法で取

り付けていますが、作業は楽ではなく、携帯電

話の基地局などは、鍵がかかっていて、連絡を

取って施工したりお客様アポをとっての施工

など、の手間であったりマンションの場合はオ

ートロックで立ち入ることが難しかったり、極

端に電磁波ということで取付を拒まれたり、東

京電力が嫌いという理由で、拒否をされたり、

私の携帯に直に文句が着たりなどいろいろあ

り、手探り状態で始めた事業ですが、5 年目を

迎え品質や安全面でも安定してきました。約当

社受持ち分が 40 万世帯です。後 2 年半で施工

しなければならず、次年度からは 1，5倍程度数

量が増える予定になっております。 

その作業が終わるころには最初に取り付けた

スマートメーターが検満を迎え次はスマート

メーターからスマートメーターの交換業務も

始まります。 

その他の事業としましては、東京電力の川越

支社に常時 7名を派遣して一年 362日正月三が

日以外は電力機器にかかわる対応として作業

しているグループがあります。検針、供給停止、

設備調査、停止、廃止、再点、料金徴収などを

行っています 
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    ✿田中快枝会員✿     
●日常業務 

1.社会保険 

 従業員の入社時及び退

社時の健康保険、厚生年

金及び介護保険手続き 

病気、怪我により会社

を休職した時には傷病手

当金、出産時の出産育児

手当金 

2.雇用保険 

従業員の入社時及び退社時の手続き 

育児休業、介護休業及び高年齢雇用継続金申請 

3.労災申請手続き 

● 時期的業務 

4月 労働保険料の計算 

7月 社会保険算定業務 

● その他 

  36協定書 

(時間外労働、休日労働に関する協定書） 

1年単位の変形労働に関する協定書 

2019年 4月より 70年ぶりの労働法の大改革 

「働き万改革」が始まります。 

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者

について、そのうち 5日分を、毎年、取得さ

せなければならない。管理台帳の作成も義務

となり 3年間の保存しなければなりません。 

改正のポイント 

1.2019年 4月年休の使用者による時季指定・

フレックスタイム制の見直し 

2.中小企業は 2020年 4月から残業時間の上限

規制 

3.2021年 4月 同一労働同一賃金 

4.2023年 4月 中小企業の割増賃金率引上げ 

 

 

 

    ✿馬路宏樹会員✿     
私の職業分類は仏教で

曹洞宗長徳寺の十八代目

の住職を勤めております。

長徳寺は室町時代長禄元

年（1457年）飯能市直竹に

ある長光寺第三世「独堂存

賢禅師」によって開山され

ました。その後、お寺は一

時衰退しますが、江戸初期元和五年（1629 年）

長光寺第十世「庭庵桂徹禅師」が再建し現在に

至っております。聖観世音菩薩を御本尊とし、

江戸期の仏像で行基の作と伝えられており、高

麗坂東観音霊場第七番の札所となっています。

また、寺領は境内が千百坪。田畑一万三千六百

七十三坪。山林は九千六十四坪でありましたが、

現在は境内のみ千八百六十八坪（6178㎡）です。

江戸期の享保・寛政年間に二度の火災に遭って

おり、現在の本堂と庫裏はその後再建されたも

ので 230年が経過しています。明治 5年の学則

制度により寺子屋が設置され、同 8年野田学校

となりましたが、同 34 年現在の西武小学校に

移転しました。法人の成立は昭和 28 年 9 月の

ことでその目的は観世音菩薩を本尊として曹

洞宗の教義を広め、儀式を行い、信者を教化育

成する事となっています。 

私の職業奉仕とは「葬儀やご法事を勤めるだ

けではなく、自らが仏さまとしての行いとは何

か？仏さまとしての生き方とは何かを常に考

えて行動していく事であると思います。」では、

実際にはどのような行動を行えば良いのでし

ょうか。「和顔愛語」という言葉があります。

いつも笑顔で、優しい言葉づかいで人に接する

ように心掛けています。次に差別をしないでみ

んな平等にみること。正しい知識に基づき冷静

に判断することなどが大切です。仏さまの前で

はすべての人が平等であるという事です。また、

家庭や国際社会のなかで争いがなく平和な生

活が送れるように働きかける。 

 

｢殺すことなかれ 殺させることなかれ」 

｢差別することなかれ 差別を許すことなかれ｣ 

｢美しき地球と未来を 子どもたちに」 

を合言葉に実践してまいります。 

 

今後のお寺は厳しい時代になっています。少

し前から葬儀不要や墓じまいなどのお寺離れ

が進み、檀家制度の崩壊など、存続できなくな

る寺院が増えるでしょう。そのような時代です

が、地域の核となり、得意分野で活躍する寺院。

例えば札所巡礼は御朱印ブームの影響で盛ん

です。秩父のあるお寺ではアニメ「心が叫びた

がっているんだ。」の舞台になった事から海外

からも聖地巡礼に訪れる方が後を絶たないそ

うです。 

今年の夏は酷暑となり、40℃超えの日もあり

ました。その前の冬は厳寒で水道管が破裂する

ほどの寒さでした。また、各地で災害が発生し

不便な生活をしている方も多いと思います。何

不自由なく生活できることに感謝せずにはい

られません。今日も例会に出席でき、皆様と一

緒に食事をいただく事ができるこの幸せに感

謝致します。 

以上で仏教者として、住職としての職業奉仕

の報告させていただきました。 
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『傘寿のお祝い』 摂田順一会員 
 

15 日に満 80 歳となりま

した。ロータリーに入会し

て 40 年となり丁度、人生

の半分を皆さんの友情と

ご指導のお陰でここ迄来

れました。今後とも如何か

宜しくお願いします。 

 

 

●委員長報告 
＜会員増強委員会＞ 一柳達朗委員長 

カウンセラーとして米山記念奨学生が企

画するしますクリスマス会に出席して来ま

す。又、増強の声掛けを一人二人皆さんも

声掛けして頂ければと思いますので、宜し

くお願いします。 

 

＜親睦活動委員会＞ 後藤健委員長 

12 月 13 日のクリスマス例会に沢山の

方々に来ていただける様に、知り合いの物

真似タレントをお願いしました。ご家族含

めて沢山のご参加宜しくお願いします。 

 

＜プログラム委員会＞ 馬路宏樹委員長 

12 月 27 日の蕎麦例会は、この西山荘に

て行います。蕎麦打ちをご希望の方は、本

日回覧しています表に○印をつけて下さい。

宜しくお願いします。 

昨年の社会奉仕委員長で二年任期「入間

市ごみ減量委員」の馬路です。①ゴミ分別

アプリのご登録②雑がみの分別③小型家電

リサイクル④食べ切タイムの以上 4 点につ

いての周知及び実施のお願いです。ゴミ分

別アプリは 6000 件の登録に向け周知して

おります。雑がみは分別すると再利用可能

です。小型家電のリサイクルで東京オリン

ピック・パラリンピックのメダルを作成し

ます。宴会の最後 10分程度を「食べ切タイ

ム」として残り物をなくす取組みです。ま

た、パックなどを使いお持ち帰りを推進し

ています。皆様のご協力をお願い致します。 

 

＜健康管理委員会＞ 杉田宏充委員長 

来週の例会前に、インフルエンザの予防

接種を山根会員のお兄様の奥様が来ていた

だき行います。11時半集合ですので宜しく

お願い致します。 

 

＜IM実行委員会＞ 宮寺成人委員長 

IM の実行委員会を本日例会後 30 分程、

行いますので、ご協力お願いします。25部

資料を作って参りましたので、御用とお急

ぎでない方は是非、ご参加宜しくお願い致

します。 

 

 

＜出席報告＞ 白幡英悟委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

44名 21名 51.22％ 41.03% 

事前欠席連絡 21名 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 馬路宏樹副ＳＡＡ 

★満 80歳になりました。お祝いありがとう

ございます。 

「摂田順一君」 
 

★本日の定例ゴルフ会で優勝しました。 

「繁田光君」 
 

本日\11,000   累計\419,000 
 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① 入間市ごみ分別アプリ 

② 第 3グループ IMプログラム 

③ 12/13クリスマス家族例会出欠席表 

④ 12/27蕎麦例会出欠席表 

⑤ 他ロータリークラブお知らせ 
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