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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱  「奉仕の理想」      増田増田増田増田    正美正美正美正美ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー    

新会員入会式新会員入会式新会員入会式新会員入会式                                            渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

                                                                沼田 直輝 会員 

                                                職業分類：空調配管設備 

                                                 勤務先：エヌケーテクニカルシステム 

                                               役職： 代表取締役 

                                   高野 正美 会員 

                             職業分類：電気業 

                               勤務先：東京電力(株)川崎火力発電所 

                                 役職：所長 

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介                長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                                安藤安藤安藤安藤        肇肇肇肇        様様様様    

                                                                            保坂保坂保坂保坂    民男民男民男民男    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                        渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・定款細則の改定について野沢規程委員長より後日ご報告

があります。 

・1 月 26 日に開催されました「もっと知り合おう会」は

30名弱の会員が集まり良い会ができたと思われます。 

米山奨学功労者米山奨学功労者米山奨学功労者米山奨学功労者                                        渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                            鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・次週 2月 16日(水)例会はお休みです。 

 19日(土)ＩＭに出席をお願い致します。 

・2月 23日(水)は第 38回記念例会です。夜間移動例会に

なっていますので昼間の例会はございません。お間違え

ありませんように。また、本日入会いたしましたお二人

も参加いたします。宜しくお願い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                                岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

野沢隆幸野沢隆幸野沢隆幸野沢隆幸・・・・林鶴林鶴林鶴林鶴・・・・竹田正和竹田正和竹田正和竹田正和・・・・布野真治布野真治布野真治布野真治・・・・水口衛水口衛水口衛水口衛・・・・小林勇次小林勇次小林勇次小林勇次    

1111月出席順位月出席順位月出席順位月出席順位    

２３３％ 鈴木昇二・牛山裕子         各会員 

２００％ 増田昌美・渡辺富士夫        各会員 

１６７％ 船山昭三・竹中裕彦・横山俊夫・石川庸 

     武者惠吾・坂東保則         各会員 

１３３％ 野沢隆幸・村石庄作・岩﨑寛・神田正彦 

     石渡勝朗・長倉連治・飯塚元明    各会員 

ホームクラブホームクラブホームクラブホームクラブ 100%100%100%100%    

船山昭三・遠藤悦夫・竹中裕彦・増田昌美・大藪善一 

横山俊夫・村石庄作・渡辺富士夫・鈴木昇二・神田正彦 

武者惠吾・石渡勝朗・牛山裕子・長倉連治・坂東保則 

                       各会員 

 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1847 回 64 57 37 20 64.91% 

1845 回 64 56 32 24 57.14% 

前々回の修正メークアップ   6名 修正出席率          67.85% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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Tel.044Tel.044Tel.044Tel.044----277277277277----7569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.044----288288288288----8550855085508550    

URL URL URL URL http://kawasakidaishihttp://kawasakidaishihttp://kawasakidaishihttp://kawasakidaishi----rc.com/rc.com/rc.com/rc.com/        EEEE----mail:daisimail:daisimail:daisimail:daisi----rc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jp    

例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８４７回（本年度 第２８回） 例会 平成２３年 ２月 ９日  －雨－ 

表彰者表彰者表彰者表彰者：細谷重徳・増田昌美・石川庸・村石庄作・岩井茂次 

須山文夫・秦琢二・小林勇次・牛山裕子・長倉連治  各会員各会員各会員各会員 

中村会員・高野会員・渡辺会長・沼田会員・矢野会員 
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スマイルボックススマイルボックススマイルボックススマイルボックス((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス)))) 伊藤伊藤伊藤伊藤    佳佳佳佳子子子子    副会長副会長副会長副会長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ    

安藤安藤安藤安藤    肇肇肇肇    様様様様    

お世話になります。 

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ    

保坂保坂保坂保坂    民男民男民男民男    様様様様    

お世話になります。 

新会員新会員新会員新会員    沼田沼田沼田沼田    直輝直輝直輝直輝    様様様様    

本日より入会させていただく沼田です。 

新会員新会員新会員新会員    高野高野高野高野    正美正美正美正美    様様様様    

本日から入会させていただきます。 

宜しくお願い致します。 

島岡島岡島岡島岡    榮基榮基榮基榮基    会員会員会員会員    

先日は船山会員にお世話になりましたので。 

野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

船山さん、先日は大変有難うございました。 

白石白石白石白石    浩司浩司浩司浩司    会員会員会員会員    

・また寒くなりましたね。皆さんお体気をつけて下さい。 

・村石会員、2日間お世話になりました。 

無事終わりました。 

小林小林小林小林    勇次勇次勇次勇次    会会会会員員員員    

・沼田さん入会おめでとうございます。 

・竹田さん・坂東さん、卓話宜しくお願い致します。 

船木船木船木船木    幸雄幸雄幸雄幸雄    会員会員会員会員    

渡辺会長・鈴木幹事、色々ありがとうございました。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    富士夫富士夫富士夫富士夫    会長会長会長会長    

本日は新入会員が 2名入会されます。クラブをあげて 

歓迎します。皆様宜しくお願いします。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・沼田さん、高野さん入会おめでとうございます。 

 ロータリーライフを楽しんでください。 

・今日は今年度役員・理事より、精鋭竹田副会長、坂東社

会奉仕委員長の職業卓話です。楽しみにしています。 

竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

本日のテーマ通りはいかないかも知れませんが、私の 

仕事を紹介させていただきます。 

よろしく、よろしくお願いします。 

 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

‘‘‘‘竹田会員竹田会員竹田会員竹田会員・・・・坂東会員楽坂東会員楽坂東会員楽坂東会員楽しいしいしいしい卓話卓話卓話卓話をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします’’’’    

坂東保則・水口衛・矢野清久・布野真治・武者惠吾 

竹中裕彦・大藪善一・長島亨・牛山裕子・中村眞治 

谷澤幹男・村石庄作・石渡勝朗・伊藤佳子・神田正彦 

鈴木節夫・増田昌美        各各各各    会会会会    員員員員    ¥¥¥¥53,00053,00053,00053,000    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会                                        坂東坂東坂東坂東    保則保則保則保則    委員長委員長委員長委員長    

2 月 19 日(土) 多摩川土手清掃及び自然観察会のご案内で

す。ご出欠をＦＡＸにて事務局までお願い致します。 

また、田島養護学校の職場体験ですが 2月 22 日（火）を

予定していますが学校側からの返事待ちです。 

後程ご連絡を致します。 

卓話卓話卓話卓話    

卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介                                小林小林小林小林    勇次勇次勇次勇次    職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    

    

    

    

    

    

竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    会員会員会員会員    

私は昭和 49 年から平成 4年まで土井鋼材という会社で発

電所関係の会社への営業をしていました。 

その後転職をしました。 

現在私の仕事には２つの柱があります。 

1つは、平成 4年 7月から勤めはじめた会社で現在 7名 

で住宅基礎工事をしている。（へーベルハウスの工事が

100%） 

社名は‘ヨコケン’です。 

 

 

 

 

 

もう 1つは、平成 17年秋に加紋商店を設立。社名の由来

は、家内の母の名前を 1文字いただき横山さんの会社名（花

紋）がいいなと思い承諾を得た後‘加紋’と名づけました。 

残土受け入れ（１㎥：4000円）が収入です。 
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置き場には 600㎥受入れ可能です。その中でいい土、 

悪い土があり悪い土は最終処分へいい土は無料であげま

す。 

利益は受け入れ残土収入－残土最終処分費、最終処分へ出

さないで処理できるのが一番利益が大きい。 

他に、砕石・砂・セメントなどの販売も行っている。 

 

坂東坂東坂東坂東    保則保則保則保則    会員会員会員会員    

私の職業（職種）は、建築設計及び工事管理を主体として

行なっている。現在は川崎市からの発注もの、公共的なも

のが多い。今は東高津小学校の設計して春には竣工する予

定です。 

 

 

 

 

一方調査関係では現在臨港消防署の設計及び工事管理を

行っています。その他市営住宅関係の設計を行っている。

後は川崎信金の支店も多く携わってきました。 

マンションや一般住宅の設計はあまり行っていません。 

 

事務所は私の父が昭和 34 年に設立、当時は会社組織では

なく坂東建築事務所というかたちでした。 

川崎区の本町で当時から仕事をしています。昭和 52 年に

組織変更をし、それからは川崎設計という社名で行ってい

る。 

設計といってもいろいろあります。デザイン設計・構造設

計・設備設計・積算設計等、私の会社はデザイン及び構造

に関する設計を行っています。2005 年に発覚した、姉歯

問題で当時は大変な騒ぎがありました。しかし我々の仕事

は工事の一環でいろいろな方々の協力があって成り立つ

ものです。 

不動産・解体業者・残土処分業者・設備業者・防災関係・

造園などがあります。一般的にはそれらの業者を一括で施

工会社へ依頼しますが最近ではＣＭ（コンストラクショ

ン・マネージメント）で設計者が直接依頼をするかたちが

増えてきている。 

 

コスト面では下がるが、かなりの労力（能力）が必要とさ

れる。建築士は色々な組織に参加している。 

建築士会、建築士事務所協会などです。日本人の 1級建築

士の人数は人口比率で考えると世界的にも多いです。しか

し実際に業務に携わっている方は 25～30％です。 

神奈川県建築士は 3400人、川崎支部で 450人。 

 

姉歯問題後、建築士の資格免許も細分化され以前は 

1 級建築士・2 級建築士・木造建築士でしたが、1 級建築

士の中で構造 1級建築士・設備 1級建築士となった。 

ちなみに私は構造 1級建築士の資格を持っています。 

 

2005年から 2008年くらいまで、市からの要請で構造計算

の見直しを無償（ボランティア）で行ないました。 

これも社会奉仕の 1つです。 

社会奉仕はエリア内で不特定多数が原則ですが、ロータリ

ー内ではピンポイントで行っている。社会奉仕でも色々な

形があるということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回 例会 

 

3月 9日（水） 

卓話 

「振り返れば奉仕の道」 

東京ロータリークラブ 植田 新太郎 樣 

 

クラブ会報委員会：村石庄作／水口 衛／秦 琢二 

沼田 直輝 新会員 高橋 正美 新会員 
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