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会長挨拶

丹野寿明会長

本日は萩原満久さん、加藤哲男さん岩槻東クラ
ブにご入会頂きましてありがとうございます。後
程入会式の中で清水ガバナー補佐よりロータリー
バッチを付けて頂きますのでしばらくお待ちくだ
さい。
先々週の新年例会として大相撲観戦とちゃんこ

山崎

和雄幹事
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会
場 市民会館いわつき 301
例会テーマ 外部卓話
担
当 国際奉仕委員会

２月お誕生日･ご結婚記念の
皆様おめでとうございます！
■ 橋本
■ 中里
■ 増渕

テーマ

昇会員
仁会員
明会員

ご結婚記念
〃
〃

鍋で食事会を行いましたが、総勢38名の参加を頂
きましてありがとうございました。大勢の仲間で行動を共にして私自身は
本当に楽しませて頂きました。会長冥利に尽きるとはこの事だと思いまし
た。皆様に感謝すると共にひとつの反省点も生まれました。行き帰りのバ
スが補助席も使用するほどの満席状態で風邪やインフルエンザをうつし
あってしまう原因になってしまったのかなというところです。
先週の例会はその前日からの大雪と体調不良による欠席が多数あった為
に急遽休会とさせて頂きました。本来休会日でありました本日1月30日と
振替とさせて頂きました。それにもかかわらず今日も大勢の出席でありが
とうございます。皆様、岩槻東クラブに心から感謝申し上げます。本日18
時30分ペキン亭にて関口会員と萩原会員、加藤会員の新会員歓迎会も行わ
れますので大勢の出席で大いに飲んで盛り上げて行きましょう。

新会員入会式

◆第４Ｇガバナー補佐

清水恒信様

韓国で足を痛めましたので、未だ治療をして
います。現在で６名が入会されたとの事で、素
晴らしい事ですね。新しい年を迎えまして初め
ての例会に新会員へのバッチを付けさせて頂け
る事に本当に幸せです。有難うございました。

IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB
紹介者

WEEKLY REPORT
4. 第4G清水ガバナー補佐より
ＩＭのご案内と登録の依頼が届いております。

山崎和雄幹事

萩原満久様、入会おめでとうございます。何度かゴ

・日時 2月19日(月)PM6:00～
・場所 大宮パレスホテル

ルフにも参加して頂きすでに、皆様もご存知かと思い
ます。以前、お父様が我がクラブのメーバーでした。

5. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」214号
が届きました。回覧
6. まちかど雛めぐり実行委員会より「実行資金寄付

仮説トイレなどのリースを行ったりしております。

◆萩原満久様挨拶

のお願い」が届いております。
7. 各会員に確定申告用の領収書が届いております。
レターケースに入れてあります。

ご紹介頂きまし
た萩原満久と申し
ます。今後共どう
ぞお見知りおきを

8. 1/30(火)ペキン亭に於いて6時30分より、関口裕美
会員と萩原満久会員、加藤哲男会員の歓迎会を行

宜しくお願い致し
ます。

います。

委員会報告
紹介者

清水常三様

◆関根隆光会計

加藤哲男様は
私共と同じ自治

今日は、盛り沢山のプログラ
ムがあり、上期と云う途中の決
算なので、３頁目のところのみ

会(金重)の役員
をやっておりま

報 告 さ せ て い た だ き ま す。現
在、上期としては順調に会計が
推移しておりますので、ご報告

し た。以 前 は、
蕨ロータリーに入
会しておりまし

させていただきます。

た。退会したとこ
ろを私共のクラブにお誘いし入会して頂きました。

◆加藤哲男様挨拶
ご紹介頂きました加藤哲男と申します。職業は農業
をやっております。ご紹介の通り以前は、蕨RCに入会
していましたが、蕨まで往復で時間が掛かりますの
で、近くの岩槻東RCへご入会出来て良かったと思って
います。ご指導の程、宜しくお願い致します。

幹事報告

山崎和雄幹事

1. 国際ロータリーより、次年
度2018-2019年度のテーマの
発表が有りました。

◆藤田恵子青少年交換委員長

「インスピレーションにな
ろう」です。

タリータの近況報告、橋本か
ほる会員がお嬢様と一緒に原宿
へ連れて行きました。山崎和雄

2. 同じく国際ロータリーより
２月のロータリーレートが
１弗110円の案内が届きました。

会員に「いちご狩り」に連れて
行って頂きました。2/25-3/5の
間、稲山さんが留守になるとい

3. 次年度第4Gガバナー補佐 我がクラブ菊池和彦会員
より、第1回会長・幹事会の案内が届きました。
・日時 3月13日(火)PM6:00～

う事で、その間預かって頂ける
方を探しております。宜しくお願い致します。

・場所 都鮨
小宮会長ｴﾚｸﾄ、宮本幹事ｴﾚｸﾄ予定に入れて下さい。
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槻に引っ越して来ました。当時小学二年生だった私
は、心細い思いもありましたが近所にはとても仲良く

新会員卓話

◆増渕 明会員

してくれる親戚やその子供達が沢山いた為、一度に家
族が増えた思いがして、もう私は鍵っ子では無いと感

㈱三和商会の増渕明です。
初めてお目にかかる方もいらっ
し ゃ る の で、少 し 私 の プ ロ

じられたのがとても嬉しかった事を思い出します。
岩槻の小学校、中学校に通い、高校に進学し将来の
選択を考えなければならない時に迷っていたところ、

フィールを含めてお話しさせて
いただきます。私は久喜市で昭

父に進められ中央工学校 女子建築設計課に進学をし
ました。高校までの勉強とは、まったく異なる建築に
は模型や図面、法規、施工、構造など沢山の分野があ

和４８年生まれ、現在４４歳の
栃木県と長野県のハーフです。
会社はガス事業を行っている為、近日の寒波の影響で

ることを知ったのも、その時でした。
私は卒業後、構造の道に進み、東京都の駒込にあ

配管凍結対応に追われる毎日を過ごしております。
学生時代は車が好きで、良くサーキット等も走ってい
た関係で、最初の仕事は車のレース業界に身を置いて

る。山辺構造設計事務所に就職をしました。そこで
は、低層のコンクリートの建物から超高層の建物まで
の躯体や杭など幅広く設計を行っていました。 とて

おりました。学生時代に知り合った現在の妻の父が、
㈱三和商会の創業者（現会長の小宮）だった事もあ

も仕事が忙しく、終電で帰ることもしばしばで、学校
で習ってはいたものの実務では知識が足らず、就職し

り、16年程前から現在の会社で仕事をしております。
子供は大学１年生の娘が一人です。趣味と言えるもの
はあまりありませんが、休みの日にはスポーツジム通

てからの勉強が大変でした。忙しい中での唯一の楽し
みが、会社の人達と食べる夕飯のカレー南蛮でした。
残業をする事は、大変なことでしたが、当時の私に

いをしております。最初は厳しかったトレーニングも
最近ではウェイトも増え体脂肪率も落ちてきました。

は、先輩達と残業することは、社会人の仲間入りに
なった証のようでした。
勤めて6年がたち縁あって結婚を機に、退社をし

妻からは「何を目指しているの？」と苦笑いをされま
すが、健康寿命を大切にしたいとの思いから頑張って
います。また、ジム仲間を通じて友人が増え近年では

て、実家の匠建設に戻る事にしました。子供にも恵ま
れ男の子を２人授かりましたが、世の中はバブルも終

正月に富士スピードウェイで開催される「ママチャリ
グランプリ」というレースに皆と参加しています。極
寒のサーキットを普通のママチャリで７時間走る耐久

わり、徐々に今までお世話になった民間のお客様から
の仕事は少なくなり、今まで通りの会社の体制では、
運営も難しく一から見直し、試行錯誤の日々でした。

レースの為、体力的にも厳しいですが楽しませても
らっています。11月に入会したばかりで、まだロータ

私生活でも、転機を迎え、夫とは離別しました。私
にとって、実家に戻ったことが公私共に、新たなス
タートであり、新たな挑戦でした。今まで、余り重き

リークラブの何たるかを理解出来てない私ですが、こ
れからも皆様のご指導をいただきながら頑張って参りた
いと思いますので、今後も宜しくお願い申し上げます。

を置かなかった役所の仕事に力を入れ、ＩＴを導入し
施工及び現場管理そして書類の一括データ化を行いま

◆関口裕美会員

した。これにより現場のさらなる効率的な管理やひと
りの業務の負担を軽減し経費の削減を実施することが
出来ました。今後も社員や会社が繁栄出来る様、今も

生まれは、旧浦和市の北浦和
です。そこに父が現場監督とし
て勤めていた建設会社のビルが
あり小学校1年生まで住んでい

勉強中です。それと、もうひとつ大きな見直しとし
て、個人の技術者としての向上でした。今までは、余

ました。
当時、母も父の務める会社で
事務をしており、私は、首から

り免許と言うものを取得しても、それ程の評価もなく
認知もありませんでした。そこで、1級建築士を取得
して、より現在の建物の技術や法規を身近にすること

家の鍵をぶら下げている鍵っ子でした。そんな幼い私
を父が連れて行く場所は殆ど、父が管理する現場であ

でお客様により良い提案が出来ればと思い取得し、精
進しております。
こんにちに至るまでの私の原動力といえば、家族で

り、私の遊び相手は、現場にいる人達でした。女性と
して生まれて、この建設業界に入ることなどその時
は、思いもよらずただ、父と一緒に居られる場所でし

あり子供たちです。戻ってきたころは、長男3才、次
男1才を保育園に預けて仕事をしていました。毎日、

かありませんでした。父が今の総合建築 株式会社
匠建設を設立するにあたり、母の実家でもあるこの岩

子供の着替えの入ったバックを両肩に下げ次男をおん
ぶして、長男の手を引きやっとの思いで教室まで連れ
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て行き、子供とハグをして、先生に預け足早に園の玄
関を出た瞬間、大きな泣き声が聞こえてくるのは、ま
ぎれもなく長男、立ち止まり後ろ髪をひかれる思いで
仕事に向かう毎日で、帰りも一番最後のお迎えでした
が、年長さんになる頃には随分とたくましくなり、兄
弟手をつないで登園していました。そして、小学校に
上がった頃、授業参観に出席したときの事、現場を抜

山崎

和雄

関根

隆光

宮本

和寿

け出して、そのまま作業着で参観をしていましたが、
母に注意をされ幾らなんでも子供が可哀相だからせめ
ても参観日くらいは、作業着はやめなさいと言われ、

(同趣旨)

十年ぶりにスカートを購入し履き替えて出席したとこ
ろ、子供たちに気づいてもらえず、何時来たの…と繰

奥津

雅史

藤田

恵子

小宮

勇

末次

哲朗

り返す子供達に、つい今と言ってしまった事がありま
した。日頃、子供達は私の母をお母さんと呼び、私を
ママと呼んでいます。子供たちがお母さんと呼ぶの
で、知らない人は母をお母さんと間違えるのでその度
に、ババですと訂正する母です。母は心臓が悪くあま
り丈夫ではありませんが、子供たちと一緒に居る時の
母は、とても若々しく元気で、太陽の様に明るいで
す。もちろん孫には甘いです。そんな子供達も今年の
春には、長男が大学4年生で経済学を、次男が大学2年
生で建築学を学んでいます。
実家に戻って19年まだまだ、未熟ですが、以前より

飛田美佐子
関口
増渕

は仕事も増え、父の好きなゴルフにもたまに一緒に行
くことがあります。それが2年前のロータリーのコン
ペの参加でした。以前会員だった父が退会後も誘って
頂いたご縁で皆様にお会い出来ました。そして、入会
に当たり清水様に多大なるご尽力を賜りました事で

裕美
明

橋本かほる
中里
仁
加藤 哲男
田中 徹夫
萩原 満久

今、こうしてこの場に立たせて頂いております。あり
がとうございます。
ロータリークラブに入会して、まだ奉仕活動の役割や
詳しい内容など分からない点が多いですが、宜しくご
指導、ご鞭撻の程お願いいたします。

こそいらっしゃいました。ＩＭを楽し
みにしています。
例会場久しぶりですね。新会員の萩原
さ ん、加 藤 さ ん お め で と う ご ざ い ま
す。これからも宜しくお願いします。
新会員の皆様の歓迎会に出られなくて申
し訳ありません。宜しくお願いします。
清水ガバナー補佐、ようこそ。萩原さ
ん、加藤さん、入会おめでとうござい
ます。ロータリーを楽しみましょう。
阿津澤 清
藤堂
昇
斉藤 公司
清水 常三
杉田 政男
遠藤 光治
インフルエンザＢ型、やっと治りまし
た。皆様もお気をつけ下さい。
先日の相撲は楽しかったです。萩原さ
ん、加藤さん、ご入会おめでとうござ
います。一緒にロータリーを楽しみま
しょう。
１月は職業奉仕月間です。ＤＶＤ放映
致します。
新年おめでとうございます。大相撲の
観戦例会の企画、執行部の皆様に感謝
申し上げます。
水道管が凍らない方法は、寝る前に細
くお水を出しておくといいですよ!
拙い話ですが、宜しくお願いします。
先日の大相撲は非常に良い経験をさせ
て頂きました。又、行きたいです。
大雪で、大変でした。雪の被害はござ
いませんか？
昭和38年の寒さかな？
岩槻東RCに入会させて頂き光栄です。
水戸
恵
飯淵 昭二

ニコニコBOX金額報告
1/30合計

ニコニコＢＯＸ・出席報告

４９，０００円

今年度累計

清水 恒信様(第４Ｇガバナー補佐)
今年になって初めてのホーム例会訪問、
おめでとうございます。新入会員の加藤
様、萩原様おめでとうございます。
丹野 寿明 萩原満久会員、加藤哲男会員、岩槻東
クラブへご入会いただきまして、有難
うございます。皆でロータリーを楽し
みましょう。清水ガバナー補佐、よう

６１１，０００円
出席報告

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

本日
免除2名

32
(2)

23
(2)

5

5

93.33%

1/9修正
免除2名

30
(2)

23
(2)

5

5

100.0%

会
長
幹
事
会報委員長

丹野
山崎
清水

2017～’18年度 岩槻東ロータリークラブ
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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