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●司　会　　松本　和晃ＳＡＡ

　　　　　　猪狩　佳亮次年度ＳＡＡ

●点　鐘　　牛山　裕子会長

●斉　唱　　「友だちになろう」

　　　　　　　　　　　伊藤　佳子ソングリーダー

本日の卓話者の紹介　牛山　裕子会長

本日卓話をいただきますのは

船山佳則会員、星野祐治会員です。

来訪ロータリアン紹介　中村　孝親睦委員長

東京紀尾井町RC 橋本吉弘様
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会長報告　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

１．5月20日に創立30周年をした川崎中原RCから御礼状

が来ています。

　　　　

２．パズル　DE　ロータリーの当選者です。

　須山文夫会員です。ロータリーオリジナルUSBメモリ

ーが届いています。おめでとうございます。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　水口　衛幹事

１．川崎大師平間寺より開創890周年お祝の葉書がきて

います。

２．6月2日金曜日2590地区事務局員連絡会が16時からソ

シア21で開催されます。

事務局員の竹下さんは15時までには事務局を出てしまい

ますのでご注意ください。

３．例会変更の案内がきています。

メークアップ

林　鶴会員、炭谷博功会員、矢野清久会員

星野祐治会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫副会長

出席報告　　　　　　　　　　　　石渡利治出席委員長
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竹中裕彦会員

FSM　Cグループご出席の皆様　お疲れ様でした。

宮山さん、渡辺さんありがとうございました。７月から

猪狩さんのコスプレが楽しみです。

磯田　稔会員

炭谷先生有難う御座います。尊敬して居ます。

安藤賢一会員

鈴木(幹)さん　先日はドタキャン誠に申し訳ありませ

ん。深く深く反省しております。

島岡榮基会員

本日所用にて早退させていただきますので。

布川　浩会員

先週より入会しました布川です。皆様よろしくお願いし

ます。

石渡利治会員

妻の誕生祝にきれいな花をありがとうございます。

竹田正和会員

・船山さん、星野さん本日はよろしくお願いします。楽

しみにしています。

・牛山年度も残り1/12　ラストスパート

　頑張り楽しんで下さい。

牛山裕子会長

本日例会プログラムは船山佳則会員、星野祐治会員のイ

ニシエーションスピーチです。

自分の新人時代を省ながら、拝聴致します。

本日のニコニコのテーマ

「船山さん、星野さん、

　　本日の会員卓話楽しみにしています。

　　　　　　宜しくお願い致します。」

伊藤佳子会員、黒澤　穣会員、出井宏樹会員

大﨑克之会員、内田省治会員、横山俊夫会員

水口　衛会員、中村眞治会員、猪狩佳亮会員

坂東保則会員、須山文夫会員、鈴木幹久会員

矢野清久会員、小林勇次会員、野澤隆幸会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６,０００円

（委員会報告）

未来計画推進委員会　竹田正和委員長

5月19日(金)浜寿司さんに於てメンバー5名で未来計画推

進委員会を行ってまいりました。

クラブ目標、出席率、クラブの主体性、45周年に向けて

はまとまる良い機会であるとか、などの話をしてきまし

た。

牛山裕子会長が次の委員長になります。どうぞよろしく

お願いします。

親睦委員会　中村　孝委員長

6月14日　牛山年度の一泊移動例会になります。

場所は昨年と同じ木更津市のホテル三日月、富士見亭と

なります。

当日木更津駅西口より定期運行バスが走っております。

車の乗り合いで来られる方、電車で来られる方は木更津

駅よりいらしてください。

点鐘は６時です。遅れないようお気をつけ下さい。
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エイジングプログラム委員会　野澤隆幸委員長

6月17日土曜日　13時より川崎大師平間寺　写経会と境

内にある江戸時代の碑石巡り、懇親会の案内。　

写経会はお経を写すことですが、今回参加していただく

写経会は薄く書かれたお経の文字の上をなぞっていただ

きます。皆様方それぞれの思いを 後にかいていただき

お大師様にお納めいただきます。

写経会が終わりましたら、新しく境内にできた百観音の

霊場と江戸時代からある古い碑石をご案内します。

川崎大師のガイドの会の方にご案内をお願いしておりま

す。

その後、４時３０分から惠の本に於て懇親会を致します。

エイジングプログラム委員会のメンバーの年齢は65歳で

すがご案内は全会員に致しております。

懇親会で若い世代との交流の場としたいと思いますので、

お一人でも多くの参加をお願いしたいと思います。

職業情報委員会　鈴木幹久委員長

坂東保則会員紹介

プロフィール

①RC入会　2008年7月30日　8年10ヶ月です

②出身　川崎市川崎大師生まれです

　　　　日本大学理工学部建築学科卒

③職業分類　建築設計

　　　　　　㈱川崎設計　代表取締役　　　

④RC歴　2014-15年　副会長(竹中年度）

　　　　2009-10年　米山奨学委員長

　　　　2010-11年　社会奉仕委員長

　　　　2011-12年　職業情報委員長

　　　　2012-13年　ロータリー財団委員長

　　　　2013-14年　国際奉仕委員長

　　　　2015-16年　米山奨学委員長

⑤地区活動2016-17年　地区米山選考委員

⑥その他　(協）川崎市建築家の会　理事長

３分間スピーチ　坂東保則会員

　　

ご紹介いただきました坂東です。

建築の設計というは建物の設計をして、工事の管理、設

計図書の管理をすることが主体です。

建築設計の中にはいろいろな分野があります。圧倒的に

多いのは意匠事務所です。

平面、立面のデザインを考えたり、法規的な適合を考え

たりするのが意匠事務所です。

その後、構造設計、設備・電気設計、積算（その設計書

通りに委託をするとどの位の数量があり

数量調書を作成しどのくらいの金額がかかるのかの内訳

を作るのは積算です）などがあります。

私の事務所は父が昭和34年(1959年)、58年位前に立ち上

げました。

元々は意匠事務所だったのですが、大学の建築学科が構

造などに力を入れている大学だったので

構造設計をしたいと思いました。一級建築士の資格をと

るため要件に実務経験２年があります。

大学を卒業後２年経ち一級建築士の試験を受けました。

24歳の時に資格を取得しました。

初めは構造設計の専門の事務所にいました。7～8年経て

父の事務所に戻り今現在に至っています。

(協）川崎市建築家の会が官公需適格組合で中小企業庁

が経営規模、技術力を評価する官公需がついています。

市からの相談を受けどういう体制で相談対応をしていこ

うかということを、我々の会はじめいろいろな構造設計

の専門の人間がピアチェック(構造計算の内容をチェッ

クする）のを業務とは別に寝ずにやっていた時代が2005

年の事件以降2、3年続きました。

我々の組合もそうですし私共も公共の職能を通じ公に奉

仕をして地域社会に貢献しようという気持があったので、

それはほとんど無料で相談されている皆様方からの構造

計算書を持ってきてくださって、図面を持って来て下さ

り、現場はなかなかみられないので図面と構造計算書を

照らし合わせながらチェックしたことがありました。そ

れが１番の問題でその後制度がいろいろ変わりました。
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一級建築士もその前は取得すれば死ぬまでそれは持てた

のですが、それ以降５年ごとに定期講習があり、テスト

（考査）があります。さらに一級建築士の中で構造設計

分野は、構造設計一級建築士が創設され設備・設計一級

建築士が創設されました。その資格を取得しないとある

程度の規模以上の建物は設計できない。

未だにそれが構造設計一級建築士の定期講習もあれば、

一級建築士もあるし、管理建築士も講習を受けて管理建

築士になるというものもでてきました。

あの事件以降設計業界は大きな様変わりをした状況にな

っています。

私共はやはり官庁仕事が多いです。市からの発注で昔は

学校の新築、市営住宅の設計管理などを行っていました

が今は新築ものはあまりなく改修が多いので学校の校舎、

体育館の改修設計をしたり管理をしたり川崎市も長寿命

化を図り、教育環境の改善を図ることである程度、財政

支出をおさえ、財政支出を平準化しようという流れにな

ってきています。

私は構造的なものが多いので、耐震診断関係の仕事が多

いです。

その後はどうなっているのかというと、全てが耐震診断

にいっているわけではないです。

ものによっては耐震改修が無理だというものもあれば、

費用を見据えないとどうしたら良いということがあると

思うんです。当然一番多いのは耐震診断をした結果、耐

震改修をすべきなのか、長寿命化を図ってその建物を使

い続けていくべきなのか、取り壊して建替えるべきなの

か悩ましいところだと思います

そういう部分のコンサルティングが非常に多いです。耐

震診断をしてその後どうする？

建替えの方がいいかもしれない。

以前こちらでご紹介させていただき入会させていただい

た石川庸さんがいらっしゃいましたが

今は十九階建てのビルが建っています。以前はスーパー

マーケットがありました。その手前に共同住宅がありま

した。そこを私共で耐震診断をさせて頂きました。耐震

改修の計画を立てました。

耐震改修の工事をすると大変な費用がかかりどうしたら

よいかと、相談しながら建替えの方向で検討してみよう

かということで２人建替えのコンサルをご紹介頂き３人

でコンサルチームを組んで検討しいろいろなデイベロッ

パーに声を掛け提案の要項書を作り結果的に１９階のビ

ルが建ちました。商業ビルに限らずマンションの場合は

マンション建替え円滑化法の法律を活用しながら建替え

ていこうとかいうことが非常に多くあります。

後は事業継承です。自分で自社ビルを持っていて今後ど

うなのかと、今の建物をどこまで使い続けるべきなのか

と、ただ単に長寿命化をはかって延命させるだけが良い

ことではないんではないかとライフサイクルポストがあ

りますのでそれ以降どれくらいの費用がかかるのかとい

うことも踏まえ、今大災害が起こったときどうなのか？

その建物については災害が起こったとき損傷はするわけ

でその損傷の度合いを評価して損傷を修復する費用と、

再調達（取り壊して解体し建替える）その費用とのバラ

ンスをみてどの程度のパーセンテージなのかを調べ上げ

てそれをエンジニアリポートにまとめ、調査報告をして

地震で起きるときの 大の損傷の度合いはどうなのかを

評価しながらまとめ上げこの建物については、いつまで

長持ちさせてそこで取り壊して建替えた方がいいでしょ

うということを提案したりするようなことなどをやって

います。

皆様方の悩み、それが私共の職能を通じてどういうこと

でお答えできるかをやらせていただいております。今後

ともそういう活動をさせて頂ければと思います。

卓話者紹介　矢野清久会員増強委員長

お一人目の卓話者は

船山佳則会員です。

入会　2016年4月27日

職業分類　自動車整備

終出身校　相模工業大学(現　湘南工科大学）

家族　奥様、お嬢様

お二人目の卓話者は

星野祐治会員です。

入会　2016年11月16日

職業分類　自動車整備・販売業

スズキオート川崎を経営されております。

終出身校　日本大学高等学校

家族　奥様、お子さま3名

お二方とも日本大学高等学校の私の先輩であります。

先輩方はいいお話しをしていただけるのではないかと思

っています。

お二方の先輩方よろしくお願いします。

卓話　　船山佳則会員

職業分類の中で自動車整備工となっておりますが、弊社

株式会社　三和です。

４つ程グループ的な会社がありますが、今きちんと営業

しているのは株式会社　三和と自動車整備の三和車輌整

備工場があります。

動いていない会社が三和メンテナンス、三和情報サービ

スがあります。

情報サービスは三和の社内システムだけをやっています。

メンテナンスの方は工場の中の清掃とかをメインにやっ

ている会社で昨今いろいろなことがあり株式会社　三和

が吸収しているという形でやっています。
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父が何十年とロータリーにいましたので知っている方も

いらっしゃるかと思いますが、日本冶金工業の川崎工場

製造所の中で材料採取作業と構内運搬、廃棄物処理をさ

せて頂いております。

他の業者が外から持ってくる材料、スクラップや鉱石を、

日本冶金の構内において重機を使用しながらヤードに降

ろし、指示に従い炉の前で空けてくる。

日本冶金さんで金属を溶かしステンレスをつくります。

できあがった板を構内に運ぶ作業と、ステンレスになら

ないゴミみたいなものをおけからすくい再度固めなおし

をする部分に人を入れさせて頂いています。

ロータリーに父が整備工場という形で登録したのは、父

は早い時期に社長業を辞めています。

64，65歳位で辞めています。

父は60歳の時にくも膜下で入院しました。その後何が起

きるかわからないので代表者を2人つくるのも良いとい

うことですぐに私が社長、父も会長として代表者をして

いました。

けじめをつけることを大切にする人なので株式会社　三

和の社長を辞めたので有限会社　三和車輌整備工場の社

長をやっていました。

今後おつきあいをさせて頂く中では、整備工場、清掃作

業、メンテナンスの方かと思っております。

中古車販売もしていますが森田さんのところから仕入れ

てきて売っている形をとっています。

このため森田さんのところにお願いできればと思います。

整備工場のメインは構内で使用したダンプや平ボディと

か大きな車の修繕や整備をやっております。

ダンプカーの中の鉄板張りとか特殊なことが得意です。

近はパッカー車等、雨などで穴が開いたりした部分の

鉄板を張り直して欲しいとか、社内だけを走るので車検

がなくてもいいので厚い鉄板を貼ってほしいとかいった

お仕事をいただきながら整備工場はやっております。

大型車の車検整備もやっております。そういう車を扱っ

ている方がいればおっしゃっていただきたいと思います。

産廃、バキューム車で工場内のタンクの中の汚泥を吸っ

たり、ビル建築時の穴から水が出てくる時に水を吸い上

げたりとか、ステンレスの車体を持っているので酸やア

ルカリ性の薄いものであれば吸って持っていきますとい

うことをやらせていただいております。

日本冶金さん以外の仕事は父が亡くなる１年くらい前に

スーパー銭湯から始まりました。

３K職場、人海戦術でやらねければならない仕事はうち

に回ってきます。

２日前まで熱々でステンレスを溶かした所に入り中の清

掃を行ったりとかいうような仕事をずっとやっていまし

たので、そういう部分で他の業者さんから依頼を受けた

りしています。

製造業務の中でやっていますので24時間が当たり前で、

今は正月休みがありますが10年位前だと365日、24時間

動きっぱなしというような製造現場でした。10年位前1

月1日炉の中に入ったということもありました。従業員

も曜日の感覚も無く、休みの感覚も無く、夜働くのも苦

になっていない状況の社員が90人ほどいます。

後になりますがうちの家族構成です。私、妻、娘です。

先日娘が入籍しました。結婚式は来年になります。

結婚30年です。日本冶金さんの仕事もいろいろなことあ

りました。

ここまで30年家族仲良くやってこれたと思っています。

このロータリーに入ることが出来ましたのも父がいたお

かげだと思っています。

ロータリーは、幼稚園、小学校の頃まで家族会にずっと

来ていました。

父が60歳を超えてグランドになった時にいろいろなロー

タリアンの方からお話しもありましたが、踏ん切りも付

かず奉仕の精神もなかったかと思いますが、ここで1年

勉強させて頂きながらやっと少しだけ奉仕の気持が出て

きたかなと思っています。一生懸命皆さまに教えていた

だきながらロータリアンとして成長していきたいと思い

ます。宜しくお願いします。

卓話　　星野祐治会員

川崎市川崎区渡田に住んでいます。

昭和38年6月28日生まれで58歳です。

地元渡田にある田島小学校で、渡田中学校、日本大学高

等学校。

かなり沢山の日本大学高等学校出身の方がいらして、心

強いしだいです。

本来私、自動車屋は好きではありませんでした。

やりたくなく、やらなくてもいいという話もしていまし

たが、姉はうちで働いており、スズキの営業の人と結婚

しました。

そして兄がそのまま自動車屋をやるという考えになりま

した。

兄は浜松のスズキの本社に帰ってしまうということがわ

かりましたので、高校卒業後大学ということも考えまし

たが、急遽日本自動車整備専門学校に入学させていただ

きました。

ご存じのように国家資格がございませんと会社も営業で

きません。自動車整備士の国家試験の認定をとれる専門

学校に１年通いました。卒業後に三級をとり、その後実

務経験を積んだ後二級整備士。一級整備士もありますが

二級があれば実質的に経営はできます。

その後神奈川トヨタ　遠藤町の幸営業所に54年に入社し

ました。1年間整備、1年間フロントとトヨタで勉強した

後、平成16年4月に会社に戻り父と共にやっていました。

父は86歳でまだ健在です。平成3年に父から代表取締役

を譲りうけました。

創業は渡田1丁目さつき橋で営業していました。その後

渡田2丁目に移転し、今現在は池上新町　桜本中学校入

り口で営業しています。

神奈川県川崎でスズキ　株式会社　スズキオートといい

ましてスズキの販売店でスズキ自販神奈川に所属してお

り、副代理店　軽自動車、普通車でスズキの自動車の販

売・修理、他社の車も売っておりますし修理もしており

ます。
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日時：平成２９年６月１４日㈬～１５日㈭は

　　　一泊移動例会

場所：竜宮城　ホテル三日月　富士見亭

日時：平成２９年６月２１日㈬は

　　　通常例会

　　「理事退任挨拶」

日時：平成２９年６月２８日㈬は

　　　通常例会

　　「会長・副会長・幹事退任挨拶」

小林　勇次／秦　琢二／沼田　直輝
クラブ
会　報
委員会

今現在整備士が激減しております。車の整備業界は危惧

されています。経営者ながら申し訳ないですが、給料も

安い企業です。国家試験です。それなりの勉強をして資

格をとらなければ整備はできない。昔の自動車は職人気

質、勘と経験が頼りの整備をしていましたが、今現在は

全てコンピュータです。今、ラインでコンピュータを繋

いでその状態で今現在車はどういう状況なのか全てわか

ります。

皆さん、アクセルが戻らなくてブレーキがきかなかった

とか、ハンドルがきかなかったとかよくいいますが、事

故の後でも再現できてしまいます。ほとんどの方が操作

ミスが多いです。車が暴走するというのは100％ではあ

りませんがほとんどありません。

私は車を売るときに、高齢の方や免許取り立ての方にブ

レーキサポートシステムをおすすめします。

人が出てくればブレーキがかかる、壁があればブレーキ

がかかり進みません。とても安全です。ぜひおつけくだ

さい。

息子が平成24年4月から一緒に仕事をしております。

父が平成23年に退職しました。

ご年配の方ご存じかと思いますが、

コレダ50といって自転車にエンジンをつけたような車が

ありました。原動機付き自転車と50CCのバイクをいうよ

うに昔のものは自転車にエンジンをつけガソリンタンク

が湯たんぽのようなものを販売していました。

それがコレダ50という名前でした。その時の屋号は川崎

コレダ販売です。私の生まれた3日後に会社を設立しま

した。

私の父もマリーンRCに入っていて2006年度会長をしてい

ました。私もここに入るとき幸いにもマリーンロータリ

ーの方に会いますが入会しろと言われず良かったとも思

っていましたが昨年色々なことがございました。

是非ロータリーに入らないかというお誘いを受け、いろ

いろ考えました。

私の定休日は水曜日です。これまで水曜日は好きなこと

をやっておりましたがお昼の時間に例会にこないとなら

ないということがありますので、好きな遊びも出来なく

てとも思いましたが、こういうのが嫌いではなかったの

が自分なのかなということにも気付いているしだいです。

30歳頃から40歳までJCに入り色々なことも経験しました。

30歳～40歳頃はほとんど家に居ませんでした。40歳過ぎ

たとたんに全て辞めました。

毎日家に居ました。40歳過ぎた時点でやりきったという

自負もありました。大変な思いもしました。ですがその

後地元の小学校のPTA会長もやらせていただきましたし、

自動車整備振興会の副会長も2期(4年)つとめさせていた

だきました。

今回こちらに入らさせていただきいろいろな指導をして

いただいているところです。

自分に関係の無いところで皆さんと激論を交わしながら

まちづくりができるのかなぁというところが楽しみでは

ないでしょうか。

楽しく頑張ってきたいと思いますので、これからも御指

導、ご支援の程よろしくお願いします。

総評　　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会長

船山会員、星野会員ありがとうございました。

お二人のイニシエーションスピーチはまさにイニシエー

ションスピーチなんですね。

職業を紹介する、ありがとうございました。

それから御稼業もロータリーも繋いでいただいて誠にあ

りがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いし

ます。

ビジターの橋本様遠いところをお越しいただきありがと

うございました。

●点　鐘　　牛山　裕子会長
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