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2018-2019 RI 会長:バリー・ラシン RI2570 地区ガバナー:茂木正 会長:齋藤栄作 幹事:豊田義継

第 33 号 ３０63 例会 ２０１9 年 2 月 28 日（木）
＜入会式＞ようこそ入間ＲＣへ！
ご紹介・齋藤栄作会長
本日入会する菅野茂美君と吉田勉君は
共に入間青年会議所で青年会議所運動を
してきた先輩、後輩であります。また彼ら
は青年会議所を 40 歳で卒業してから私が
支部長を務める一般社団法人所沢法人会
の青年部としても活躍してくれています。
両名とも社会貢献活動を共に長い期間行
っておりますのでロータリーの奉仕の心
は充分に理解できる人材だと思います。
皆様にも早く溶け込んで行けると思い
ますので宜しくお願いいたします。

★職業分類:電気工事
(有)菅野電機 代表取締役 菅野 茂美 様
本日、承認されま
した菅野です。入間
青年会で頑張って
参りましたが、少し
緊張しています。会
長の熱い話に共感
いたしまして入会
の運びとなりまし
た。こんな素晴らし
いクラブに入れさせていただいたことを
光栄と思い、皆さんと共に頑張って参りま
すので、宜しくお願い致します。

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長
本日は 2 月の最終夜間例会です。
2 月 23 日はロータリ
ーの設立記念日でし
た。1905 年にシカゴ
でポールハリスが 3
人の友人と初めて会
合した日を設立記念
日としています。先日の
IM で劇団が演じてくれたロータリーの創
業時の様子が思い起こせます。
日本では 1920 年大正 9 年 10 月 20 日に
創立された東京ロータリークラブが 1921
年 4 月 1 日世界で 855 番目のクラブとして
承認されたのが日本のロータリーの始ま
りです。

★職業分類:造園
翠松園 ((株))
吉田 勉 様
この伝統ある入
間ロータリークラ
ブに本日認証して
いただけました事
を、心から誇りと
思うとともに皆様
のお仲間に加えて
いただき、本当に
嬉しく思います。これから皆様にご指導
いただきながら、経営者として地域貢献
できるように頑張って参ります。宜しく
お願い致します。
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2020 年に東京 RC は「祝！100 周年原点
に立つと未来が見える、Participate!」を
合言葉に創立 100 周年を祝賀するとともに
クラブの未来を見つめる機会にしたいと
考えています。

●委員長報告
＜会員増強委員会＞
一柳達朗委員長
2 月 24 日に第 3 回クラブ奉仕部門セミ
ナーに参加して来ました。会議内容「会員
増強について」 ＡグループとＢグループ
の 2 班に分かれ各クラブでの会員数、目標、
純増を順番に話しました。
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2 月は RI の「世界理解月間」であります。
27 日 28 日で米国と北朝鮮による米朝首脳
会談が開催されました。米国のトランプ大
統領が完全非核化を求め実現できればノ
ーベル平和賞ものの会談ですので注意深
くニュースに着目しておりましたが残念
ながら今回は決裂に終わりました。
本日は齋藤年度初の入会式を行います。
8 月の最終例会でロータリー入会候補者例
会を開催しましたがゆっくりしたペース
ではありますが本日 2 名の入会者を迎える
事が出来ることは大きな喜びです。私は会
員増強に臨むとき時間をかけてロータリ
ークラブの素晴らしさを伝える努力をし
ます。また入間ロータリークラブにとって
入会候補者がいかに必要かという事を話
させて貰っています。組織・団体には常に
新しい風が必要です。60 年の歴史を誇る入
間ロータリークラブでも同じです。今後も
多くの新入会員が入会される事を祈って
会長の時間とします。

クラブ名
本庄 RC
熊谷南 RC
飯能 RC
日高 RC
入間 RC
入間南 RC
寄居 RC
和光 RC
所沢中央 RC
坂戸さつき RC
川越 RC
吹上 RC
越生毛呂 RC
小川 RC
志木 RC
加須 RC
熊谷 RC
川越西 RC
本庄南 RC

始め
76
19
58
20
44
40
24
6
22
23
86
7
16
8
44
27
87
15
15
637

目標
8
2
6
2
5
4
2
1
8
3
10
5
2
1
2
3
9
2
0
75

純増
6
2
5
1
1
3
-1
1
2
0
7
0
2
1
0
0
6
2
0
39

※目標・純増数字は若干誤差はあります

その後にそれぞれのクラブでどのよう
な取り組みをしているかなどを話し合い
ました。それぞれのクラブから出た活動内
容は下記の通りです。
・入会候補者リストを持ってる、作ってる。
・入会候補者をリスト化していない。
・担当は会員増強委員長とその委員が担当
・担当はいなくて、会員それぞれが個々に
増強活動をしている。
・準会員制をとっていて、1 年間例会に来
て頂いて本会員になって貰う様に促す。
・増強会議を行い候補者メンバーをリスト
化している。
・各会員が入会している団体で勧誘活動を
行っている。アンテナを張っている。
・入会 3 年未満の人のネットワークを活用
・リスト化して、そのリストは次年度にも
持ち越す。そして候補者に誰が？いつ？
何回？訪問したかもリストの中に入れ
て進めている。
・担当を決めて訪問している。

＜幹事報告＞豊田義継幹事
＜報告事項＞
1.菅野さん、吉田さんご入
会おめでとうございま
す。これから仲良く、楽
しくロータリーライフを
楽しんでください。
2.2019～2020 年度 地区役員の委嘱が来
ました。石川嘉彦会員、友野政彦会員、
水村雅啓会員、木下登会員、吉永章子会
員、後藤賢治会員、以上 6 名です。
3.2/22(金)第 4 回会長・幹事会が行われま
した。
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<ロータリー情報委員会〉粕谷康彦委員長
先週木曜日に扇町屋公民館に於いて、志
木ロータリークラブ大野栄治地区ＲＬＩ
委員長をお招きして勉強会を行いました。
ＲＬＩの概要説明、目的、必要性について
お話がありました。その後、関谷ＤＬの司
会でＲＬＩ方式による「リーダーシップの
本質とその戦略について」大変有意義な討
論会でした。出席者は会長、会長エレクト
を始め 12 名でした。ご協力感謝いたしま
す。ありがとうございました。

＜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

45 名

30 名

71.42％

68.29%

事前欠席連絡 4 名

＜ニコニコＢＯＸ＞
木下登ＳＡＡ
★菅野さん、吉田さん入会おめでとう。
これからも宜しくお願いします。
「齋藤栄作君、豊田義継君、岩崎茂君、
滝沢文夫君、木下登君、山岸義弘君、
吉永章子君、忽滑谷明君、吉沢誠十君、
繁田光君、後藤賢治君、後藤健君、
一柳達朗君」
★大野会員の奥様が丸広 1Ｆに展示されて
る｢つるし雛｣とても綺麗でした。菅野さ
ん、吉田さん入会おめでとうございます。
「晝間和弘君」

本日\16,000

＜プログラム委員会＞ 馬路宏樹委員長
本日、野田中学校区の
地域交流会に参加して参
りました。当日は公立高
校の入試で三年生は居な
かったのですが、一二年
生の四時間目の授業参観
の後、給食の試食があり
ました。メニューはきのこのペペロンチー
ノとフレンチトーストとサラダ。昔ながら
のアルマイトの食器と先割れスプーンを
使い感慨深くいただきました。給食の後に
西武小学校長、野田中学校長、地域の方々
と意見交換を行いました。

累計\663,000

■回覧、配布物
①第 23 回入間ケーブルテレビ杯ゴルフ
大会参加のお願い
②ロータリー米山記念奨学会奨学生レポ
ート受付完了のお知らせ
③4/16 入間南ＲＣ合同夜間例会出欠席表
④4/16 入間南ＲＣ合同コンペ出欠席表
⑤他ＲＣ週報＆例会変更お知ら
⑥入間クラブ週報 31，32 号
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✿忽滑谷明会員✿

■会員卓話｢我等の生業｣■
✿木下登会員✿
商号は木下電機(株)
●社是は、企業は人にあ
り人 は 和 に あ り 和は礼
にあり、企業はお客あり
て奉仕あり奉仕ありて
価値あり、 企業は努力
ありて創造あり、創造あ
りて喜びあり。誠実、創造、
不屈、和楽の精神で作りました。
●経営理念 我、木下電機は、創業の精神
に則り常に、業界においてトップを目指し
顧客のニーズに敵う電気設備備にコミッ
トメントに取り組みまた、個性豊かな文化
を創造し顧客の喜び満足から企業の発展
充実をはかり顧客の利益企業の利益社員
の利益を実現して、企業存続をはかること
を、基本理念とする。会社設立の時に作り
ました。
●会社業務 ４つの柱の事業で運営。
1.電気工事業 2.管工事業 3.電気通信工
事業 4.消防設備工事業以上 4 つの設備工
事業を中心に設備事業を展開しています。
今、何より困っていることは、人手不足、
技術者不足です。求人の募集をしています
が、中々仕事に真剣に取り組んでくれる方
が来ません。入社しても、残業はしません。
資格（国家試験）は取りません。仕事の責
任者は嫌です。全員ではないですがそうい
う人が段々多くなってきています。有資格
者には報酬を優遇しているのですが・・・
求人は、諦めず永遠のテーマになっていま
す。頑張ってます‼
新入社員への教育は安全第一です。自分
の身は自分で守る、墜落・転落事故、飛来・
落下事故、挟まれ・巻き込まれ事故、切れ・
こすれ事故、交通事故等が発生するとまず、
家族や会社に大変な迷惑が掛かります。そ
れ以上に大変なのは、お施主さんに大変な
迷惑をかけてしまいます。私たち、建設業
界と限らずすべての業種に、
【安全第一】な
のです。教育としてセミナーの研修会にも
行かせます。
発行

弊社は、昭和 35 年現取締役
会長であります忽滑谷周
司が、家業が材木屋であ
った関係もあり、一般注
文住宅の請負を手始めと
して司産業を創業致しま
した。その後、建設機械や
ダンプトラック等の設備投
資を重ね、また技術職員も増員し、昭和 42
年、総合建設会社として司産業株式会社を
設立致しました。
主に民間のお客様を主体に営業致して
おりましたが、昭和 50 年頃より 299 号バ
イパスや彩の森公園、日高巾着田のトラス
橋等、道路や橋梁、上下水道、公園の一般
土木工事、また県営住宅や学校、産文セン
ターや図書館、公民館等の文化施設の建築
等公共事業にも携わるようになりました。
また西武ホールディンググループ内、西武
建材の飯能吾野、川越安比奈、群馬小野上
事業所では砕石、砂の製造現業部門を一括
請負させていただいております。
最近の土木事業では、大手ゼネコンの協
力会社として参入し、またビッグエー、ス
ギ薬局、京王ストア、ファミリーマート等
の商業施設や、耐震、防犯、省エネ等に配
慮した住宅、工場、倉庫の建築事業に取り
組んでおります。現在、大型物件として東
村山でスーパーアルプスを施工中です。
一時は 80 兆円にも及んだ日本の建設投
資額も年々減少しており、職員の高齢化、
担い手不足、人件費、建設資機材の高騰等
非常に厳しい状態がこれからも続きます。
「考」Think「速」Speed「和」TeamWork、
顧客のご要望を的確にとらえ、それぞれの
立場、場面においてその都度塾考し、より
スピーディーな判断と行動をとり、お互い
に認め合い、高め合い、同じ目標に向かっ
てそれぞれの能力を結集し仕事を成し遂
げるという弊社の基本理念を踏まえ、建設
業という職業を通じ、地域の皆様に奉仕出
来ます様、都市づくり、環境づくりのパー
トナーとして引き続き頑張る所存です。

入間ロータリークラブ

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 Tel.04-2964-1700
■Email
iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp
■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111
■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員長：水村雅啓
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Fax.04-2965-5788

