
地区大会お疲れ様でした。 櫻井義久 橋本和久 星野晃一郎
千日会ありがとうございました。食事も美味しかったです。 橋本和久 長谷川剛 星野晃一郎
昨夜、千日会でお話をさせて頂きました。 岩井良彦 大瀧榮壽
岩井さん大瀧さん昨日は千日会にてお話ありがといございました。 進藤博司 福島謙二
中川会員、ワインの差し入れいつもありがとございます。 小坂良二 戸井田修
小坂さん。パレス食事券クイズで当たりました。ありがとうございます。 祝原英隆
永年在籍表彰を頂いて。 岩井良彦
長寿表彰ありがとうございました。おかげさまです。 兼杉涼二
岩井会員、兼杉会員表彰おめでとうございます。 栗岡宏治 田中康之 平田繁 星野晃一郎
山中会員、佐久間会員自己紹介ありがとうございます。 浅野仁 飯野耕司 岩瀬雄一

遠藤省吾 小川武士 兼杉涼二 岸聡 小林康一小林義久 齋藤守毅
竹内裕司 辻本恵太 中川高志 橋本和久 星野晃一郎 星野秀敏 満山隆志 山本和保

佐久間さん。波乱万丈人生を明るく語られ楽しかったです。是非お父様にお会いしたい。平田繁
長谷川さん司会お疲れ様です。 栗岡宏治 清水啓生 辻本恵太 徳山義行 橋本和久 森俊宏
長谷川さん！名司会で旅行関係の方のようでした・・・ 平田繁
米山、財団寄付を頂きありがとうございます。 飯野耕司
中川会員おめでとうございます。 小林治夫
誕生祝ありがとうございます。 小林憲樹
東北プロジェクト成功おめでとうございます。 中川高志
沢山の会員、ご家族、お客様が12/3クリスマス例会に参加してくれますように。 田中康之
クリスマス家族例会。本年は珍しい楽器のトリオをご用意しています。お楽しみに。 橋本和久
清水会員写真撮影ありがとうございます。 三浦守
皆様お久しぶりです。このところ忙しく、例会に参加できませんでした。 岩﨑彰

大宮ロータリークラブ週報

第3023/3024例会2016年11月12/13日 16日（水） 合併号

2016-2017年度RI会長ジョン F ジャーム 「人類に奉仕するロータリー」
2016-2017年度第2770地区ガバナー浅水尚伸 「楽しいロータリークラブを作り上げよう」
2016-2017年度大宮ロータリークラブ会長橋本和久 「奉仕と親睦、新たな一歩を踏み出そう」

土曜日日曜日は地区大会お疲れ様でした。両日共に大勢の会員の皆様
にお出掛け頂けた事に感謝申し上げます。日曜日の大会ではグローバル補
助金を使った我々大宮クラブ本年のVTT事業の発表を飯野会員からして頂
き、フィリピンよりお越しのVTTチームメンバーと共に受け入れ医療機関とし
て中川会員、ならびにスポンサークラブの会長として私も壇上に上がりまし
た。大変誇らしい瞬間でありました。また記念講演としてXjapan Toshi の体
験談を聞きました。「今日がどんな日であっても清廉に生きる」この言葉に感
動をもらいました。その後の弾き語り2曲は、あの高音ヴォイスに涙する素晴

らしい大会でした。最後に我が中川ガバナーノミニーによる挨拶には「よし、今度こそ大宮クラブの
出番だ！」と身震いで締めくくられました。2年後の地区大会ホストクラブは我々大宮クラブです。
みなで力を合わせ、盛り上げていこうではありませんか。 会長 橋本和久

国際ロータリー第2770地区 2016～2017年度 地区大会

第3グループ内 クラブ紹介
大宮RCスポンサード2016-2017 VTTチーム 発表

大勢の会員のご参加に感謝致します！

VTTチーム
発表

飯野会員

当日 例会 会員数 出席率

11月16日 第3024例会 67名（65名） 48名 73.85%

前々回 例会 メークアップ 修正出席率

11月2日 第3021例会 5名 80.00%

本日の合計金額 76,000円

本日までの累計金額 1,322,000円

本日のランチ
中華弁当

Ｅｎｄ Ｐｏｌｉｏ Ｎｏｗ：「歴史に1ページを刻もう」
キャンペーンの感謝状 贈呈 平田直前会長へ

米山功労者感謝状の贈呈
11回目 中川 高志 会員
9回目 遠藤 省吾 会員
7回目 岩井 良彦 会員
6回目 飯野 耕司 会員

皆様のご協力に感謝申し上げます

司会： 長谷川 会員
出席： 祝原 会員
スマイル：齋藤 会員

長寿表彰状の贈呈
85歳以上

岩井 良彦 会員
兼杉 涼二 会員

おめでとうございます。
これからもお元気で！

永年在籍表彰状贈呈
45年以上

岩井良彦会員

おめでとうございます。
これからもご指導

よろしくお願いいたします！

米山・Ｒ財団寄付の御礼
ＶＴＴチームの報告
飯野 会員

12月3日
クリスマス例会

のご案内
田中 会員

地区大会後
正式にガバナーノミニー
となりました。

4月15～17ＲＹＬＡ
研修セミナー報告
祝原 会員



始まりました。高校卒業後1年間デザインの勉強をし、レース製造メーカーに就職しました。そこ
でドイツの展示会を任されました。この経験は後に大変役立ちました。23歳の時に単身東京へ
出てくることになり埼玉に住むきっかけになりました。26歳の時、父が2度目の倒産をしました。
同時に初めて会社を興しました。雑貨のを買い付け、販売の会社です。手作りのカタログを作っ
て営業に回りました。人脈もなにもなかったので、飛び込み営業で城南電気の宮路社長や、ドン
キホーテの安田会長などに直接売り込みに行ったりもしました。そして28歳で結婚！ 29歳の時、
父に全てを渡し、社長を退任しました。そして1年間専業主婦を満喫し、30歳でかわいい息子を
出産致しました。ですが、まだまだ波乱万丈人生が続くのです。2度目の起業をすることになりま

した。出産後、宅建の資格を取得していたので、不動産会社で土地活用の仕事を覚え、萬コー
ポレーション株式会社を設立致しました。しかし信用も無く、もう来月まで持たないと思っていた
時独立後初めての土地活用の案件で賃貸マンションを建てる事ができました。首の皮一枚でつ

中川ガバナーノミニー挨拶

地区大会第一日目、土曜日の大会は佐原 元RI会長代理（喜多方RC）をお迎えし、浦和ロイヤル
パインズホテルで行われました。地区各委員会の発表、各部門現況報告がなされました。地区指
導者セミナーでは第一ゾーン函館五稜郭RCの酒井 正人氏からご講演を頂きました。ロータリーは
時代に追いつき、適応していかなければならない。変化をしなければ衰退する。と語られました。
第二日目は浅水ガバナーのお膝元、越谷コミュニティーセンター。知事をお迎えし、今回は青少年
交流会とし、青少年部門の発表が行われました。また大宮RCがスポンサードしています、本年の
VTTチーム（フィリピン医療チーム）の発表が飯野会員によって行われました。 記念講演はXJAPAN
のToshi。生歌、弾き語りもあり、感動致しました。次々年度は大宮RCがホストクラブになります。2
年後の中川ガバナー（現在ノミニー）を盛り立てていこうではありませんか！ご参加の会員の皆様、
大変お疲れ様でした。

清水建設株式会社関東支店
常務執行役員関東支店長 山中 庸彦 会員

～未来へつなぐ 技術・建物・文化～

昭和31年三重県出身です。京都大学大学院工学部交通土木工学科終
了の後、昭和55年清水建設に入社致しました。平成25年北海道支店長
の時代に札幌RCに在籍をしておりました。

国立西洋美術館、これは今年7月に世界文化遺産に登録されました。戦
後フランスとの国交正常化を記念し、ル・コルビュジエが設計しました。こ
ちらの施工、改修は当社で行っております。免震レトロフィットという工法
で免震工事を行いました。外から見ただけでは耐震補強された事がわか
りません。もし通常の補強工事であったなら、登録は無かったでしょう。

三越本店本館は大正期に増築を重ねた建造物。こちらも重要文化財に
指定されております。新たに地下階を作り、そこに免震装置を設置。2008
年、2年9ヶ月かけ改修しました。営業したままの工事ですので特に神経を
使いました。その後の2011年3.11東日本大震災の時にも内部はびくとも
しませんでした。

他の歴史的建造物で
は鎌倉の大仏や、東大
寺大仏殿、出雲大社、
平安神宮。広島原爆ド

ームの改修も当社の施工です。

国立代々木競技場。こちらも当社の施工です。

非常に苦労した建物です。前回のオリンピックのシンボル的建物です。丹
下健三設計で2っの曲面を組み合わせた大胆な設計です。

非常に苦労した建物です。前回のオリンピックのシンボル的建物です。丹
下健三設計で2っの曲面を組み合わせた大胆な設計です。高さ40ｍの支
柱間にケーブルを張り屋根を架ける工法で、技術的課題と厳しい工期と
の戦いの中で、着工から約1年6ヶ月という強行スケジュールのなかで完
成しています。2020年にはハンドボールの会場になります。こちらも文化
遺産登録の動きがあります。その他、第一生命本館、浅草寺、東京大学

安田講堂、歌舞伎座。またユネスコ世界遺産に登録された軍艦島。こちらの80%は当社の施工
だったのです。 「子どもたちに誇れるしごとを。」 これが当社のコーポレートメッセージです。

手がけている建物
は、未来への遺産
です。

ジュネスケア友愛株式会社
代表取締役 佐久間 悦代 会員

～あなたが幸せなら経営～

大阪の上新庄出身で大家族で育ちました。特に不自由はなく、よしもと新
喜劇を見ながらお好み焼きを食べる事を楽しみに学生生活を送っており
ました。ですが、高校3年生の時急に父の会社が倒産し波乱万丈人生が

社会保障費は、大きくは介護費、医療費、年金となります。
介護については介護保険を使わない仕組みが必要だと
思います。医療費については、生活習慣病の改善につき
ると思います。年金については、高齢者も障害者も社会
の一員として働き、生きがいを創出すると共に収入から所

得税を支払う、そんな世の中になれば、税収も増え借金も減り、未来の

子供たちの負担を減らすことができるのではないかと考えています。生活習慣病・肥満のドミノ
が倒れると最後には様々な病気になり、介護状態になります。生活習慣病を予防し、医療費削
減を目指し、ウェルネス倶楽部を立ち上げました。

ながったあの瞬間を今でも忘れることはありません！私を信用して建設を決めて下
さった大家さんに今でも感謝の気持ちでいっぱいです。こうして持ちこたえた後、高
齢者住宅の土地活用を企画し、介護事業に進出することになりました。

その後15年ほど続けてきたデイサービスを3月に閉鎖し、完
全室内型の植物工場を作りました。家庭にも無農薬の安全
な野菜を届けていきたいと考えています。将来はウォーター
サーバーのように野菜サーバーが家庭に普及するのを夢
見ております。
また、11月に一般社団法人日本障害者雇用
推進協会という協会が立ち上がり、弊社はこ
の協会の埼玉支部を任される事になっており
ます。この協会では、企業と障害者の懸け橋
になる、障がい者支援員資格認定制度を構築して参ります。この植物工場を特例子会社のモデ
ルとしても広めていきたいと考えています。また地球規模で考えると、現在の世界人口が73億人、
将来は90億人を超えると言われています。穀物の生産できる量は、様々な自然破壊により減少
していきますので、いずれ食糧難の時代が来ると言われています。農業の衰退問題もあります。
また食の安全、残留農薬が体に与え入る危険など、様々な角度で考えても、植物工場がもっと
増えていけばいいなと考えています。


