
2月10日

2月16日

委員会報告

☆ 五周年記念式典実行委員会
全会員の出席と会員令夫人の積極的参加を宜しく
お願い致します。

国歌斉唱、ロータリーソング

ロータリーの目的

幹事報告　小柳孝一 幹事

1、2月26日の5周年記念式典、宜しくお願いします。
2、3月18日第9グループＩＭ 、宜しくお願いします。

19:30 祝宴開始

20:30 祝宴終了

18:25 記念講演開始

点鐘　19：00 坪田　祐貴 会長

本日の例会

クラブフォーラム

坪田　祐貴 会長

坪田　祐貴 会長

例会場    イタリアンレストラン　フェリーチェ３階　　　URL  http://mirai.yc-rotary.com

例　会    　　木曜日　　　　１９：００～２０：００

第235回例会記録

会長挨拶　坪田祐貴 会長

今月は職業奉仕月間に当たり、前回
の例会には大月会員のご尽力により、
八潮草加消防署を見学する事が出来
ました。年間に７００回の出動があり、
私達の生活を守ってくれています。

小学生、中学生を対象とした納税教室の講師を依
頼されることがあります。その際、税金が無かった
らお金を出して消防車に来てもらうＤＶＤの場面が
あります。その場面を思い浮かべ、消防署の有り
難さを実感致しました。
「ロータリーの友」 １月号に職業奉仕の記事が
載っています。日本での職業奉仕とＲ Ｉ での職業
奉仕の違いが書いてあります。日本ではどうしても
職業奉仕というより職業に携わる者としての倫理感
に中心がいきます。Ｒ Ｉ では職業奉仕を通じて、
奉仕に主眼がおかれている事が書かれていまし
た。未充填の職業分類の会員を発掘することも職
業奉仕だと書かれています。是非、ご一読下さ
い。
来月、２月１０日から、韓国高校生ホームスティ受
入と２月２６日の五周年記念式典があります。会員
皆様のご協力の程、宜しくお願い致します。
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17:30 点鐘（式典開始）

お客様紹介

四つのテスト

会長挨拶

会員集合16:00

17:00 登録開始

韓国高校生ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨ

２月　例会プログラム

2月26日
八潮みらいロータリークラブ
五周年記念式典

19:00 フェリーチェ3階

クラブフォーラム

ニコニコ、ポリオ、出席報告

点鐘　20：00 坪田　祐貴 会長

クラブフォーラム

幹事報告 小柳　孝一 幹事

委員会報告

19:00 焼肉問屋 くに屋



最近は小学生との会話が多くなってきていますが、自分の仕事を
説明する時は、「 大工（だいく）さんだよ 」 と言うようにしていま
す。子供たちに大工さんを理解して貰う様に心掛けています。但
し、昔の職人の技量維持が難しくなってきています。そして、昔の
職人さんの日当も高くなってきています。周りを取り巻く環境が厳
しいのが現状です。

私共の会社は設立５０年になります。昭和４１年７月から杭打ちの
仕事を始めました。そして昭和５１年から現在の地盤改良を手掛
けてきました。現在はたくさんのお仕事を頂いておりますが、同業
他社も増えてきました。同業他社に負けないように頑張っていま
すが、何か仕事がございましたらお知らせください。

Ｉ Ｔ はインフォメーション・テクノロジーの略です。今は色々な仕事
をやっています。変化の激しい、技術の日進月歩の世界ですの
で大変です。今、一番の仕事は色々な物を集めて良い物を作る
ことをしています。他にはコールセンターもやっております。何か
ございましたらご連絡ください。

牛丼の吉野家。第１号店は築地にあります。築地の味の肥えた
人々を満足させるために肉にワインを混ぜたそうです。そして、赤
身と脂身の程良い肉を選んだ結果が牛丼のうまいです。肉にアメ
リカ産の牛肉を使うことが安いです。お客さんを見て、常連さんな
らば好みを暗記し、入ってきたら作り始める、これがはやいです。
吉野家の 「 うまい、やすい、はやい 」 はここから来ています。

八潮市で土地を借りますと現在の平均が坪３，０００円位です。２０
０坪で月６０万円で借りられます。とてもお得な場所になっていま
すが、最近は地代が上がってきていますので、ご用命がありまし
たらご一報ください。今、八潮市で一番の地代はパチンコ屋さん
ですね。坪４，０００円から６，０００円です。そして、長期の契約を
します。皆さんのご商売で如何でしょうか。

弊社は私の父が昭和３９年に創業しました。最初の頃は場所もな
く、道路で作っていたそうです。照明器具の一番は安全性です。
今、某有名遊園地の照明をさせて頂いております。詳細は勘弁
願いますが、夢を売る商売なので口外は禁止になっております。
お教えできる一番の仕事はスカイツリーの第二展望台の周りの照
明です。これからも皆様を明るく灯して参ります。
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会員3分間スピーチ（会社の1番をアピール）
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外には目立たない内装の電設をやっております。お陰様で日本で
Ｎｏ，１、Ｎｏ，２、Ｎｏ，３の内装屋さんと取引をさせて頂いておりま
す。最近はユニクロさんの本社、ＪＲさんの仕事もさせて頂いておりま
す。弊社は入社して現場からのスタートになります。最近は現場から
管理の仕事が多くなり、熟練工の人材不足が深刻です。これからは
どうなりますか。

１００％下請けになりますが、更生保護法人の仕事をさせて頂いて
おります。若い頃は色々な仕事をしましたが、ある方との出会いから
現在の仕事一筋になりました。社会の役立つ仕事ですので、遣り甲
斐はあります。これからも宜しくお願い致します。

八潮市に３２年前に会社を作りました。始めはテニスコートの運営を
やらせていただきました。のちにテニスだけでは心もとないので、不
動産業をぼちぼちと始めました。銀行さんに助けて頂き、ここまで来
ましたが、今は錦織君のお陰でテニスも復活してきています。

ガソリンスタンドを長く営んでおりました。現在は建物の賃貸業がメイ
ンになっております。今のガソリンスタンドは８割から９割の業者がセ
ルフになっております。大変厳しい業種になっております。もうガソリ
ンスタンドには戻れませんね。

運転免許証の話です。１２桁の数字がありますが、最初の２桁が最
初に免許証を取った都道府県になります。東京の方は３０。埼玉の
方は４３です。３、４桁目は免許証を取った西暦の下２桁です。最後
の数字は免許証を何回再交付したかです。再交付無しの方は０。
再交付１回で１。ここの数字は銀行さんやお巡りさんがチェックしま
すのでお気を付けを。

写真屋で６０年やっています。始めた頃は写真を撮る方はお金持ち
しかいらっしゃいませんでした。とても重要な仕事だと自負しており
ます。記録を残す仕事です。写真をやられる方は物を観る眼が優れ
ています。皆様の観る眼は如何でしょうか。

会員3分間スピーチ（会社の1番をアピール）



ニコニコ本日 ¥412,800 ポリオ累計 ¥34,080

1月19日 1月26日

15 13

0 0

24 24

確定 確定 62.50% 54.17%

正会員数
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メーキャップ会員数
×　１００ ＝ 出席率

－　出席免除会員数 ＋ 出席免除会員出席数

出席率 79.17%

※
当日出席正会員数　　　　＋

メークアップ 0

出席対象者 24

ニコニコ累計

出席報告 1月12日

出席 19

¥13,000

　
☆ 雨甲斐隆会員
あけましておめでとうございます。私は今年初めての出席です。
今年もよろしくお願いします。
☆ 加藤修会員
ホームページをリニューアルしました。一度見て下さい。今日も宜しく！
☆ 小越朋樹会員
前回の移動例会は、勉強になりました。本日もよろしくお願いします。
☆ 山中正智会員
九日目に国技館で大相撲を観戦して参りました。本日も宜しくお願い致します。
☆ 平良嘉浩会員
カゼを引かないようにがんばりましょう。
☆ 市川英敏会員
１月も終わりです。とっても早く感じます。あまりに早くて正月の体重が増加したまま。
どうしましょうか！
☆ 高橋洋一会員
皆様、今年もよろしくお願い致します。
☆ 小池史郎会員
本日も宜しくお願い致します。
☆ 金杉光左生会員
本日も宜しくお願いします。
☆ 増田博会員
よろしくお願いします。
☆ 坪田祐貴会長
毎日、寒い日が続いています。当事務所で事務所員１名がインフルエンザに
かかりました。１年で一番の繁忙期に入り、全員マスクを着けて仕事をしています。
皆様も気をつけて下さい。
☆ 小柳孝一幹事
増田会員が訪日学生のホームスティ（2/10～2/15）のご協力いただくことになり、
感謝申し上げます。

ニコニコＢＯＸ


