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皆さん こんにちは。
令和最初の年末を迎え、何かと
お忙しい日々をお過ごしのこ
とと思います。又インフルエン
ザも流行っております。お身体
には充分お気を付けいただき
たいと思います。
10 月 24 日の世界ポリオデーに地区内全クラブで
行われた、ポリオ根絶キャンペーンですが、その
寄付金明細が地区から届きました。地区の総額は
3,326,004 円でした。その中で私共大宮西は、総
額 303,860 円を送金でき、これは地区内では一番
の金額となりました。ちなみにさいたま欅さんが
215,900 円、大宮シティーさんが 202,500 円でし
た。広告をお寄せいただいた会員企業の皆様、ポ
リオ根絶のポップコーンを購入していただいた
皆様、募金を頂いた皆様に感謝申し上げます。あ
りがとうございました。又、2019 年 11 月 20 日
時点のポリオ発生症例数は、パキスタン 86、アフ
ガニスタン 21、ナイジェリア 0（今年度 0 なら 3
年連続 0 となりポリオ根絶の認定がなされるかも
しれません。
）
さて本日も先週に続き会員のイニシエーショ
ンスピーチがあります。企業の第一線で活躍され
ている緒方学会員、伊藤陽介会員の生のスピーチ
をお聞かせいただき、会員の交流を深めていただ
きたいと思います。それではよろしくお願い致し
ます。
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◆2019 年規定審議会で、収支中間報告および前
年度財務報告を年次総会で行うようにと変更
がありましたが、クラブ協議会であっても中間
報告を行っているクラブはそのままでも良い
との事なので予定通りの総会・クラブ協議会の
開催とします。
◆12 月・1 月の例会は年度計画書のスケジュール
から変更になっている部分があるのでご注意
ください。
◆台風 19 号・首里城火災の義援金にご協力をお
願いします。2020 年 3 月 6 日に第 7 回日台ロ
ータリー親善会議が福岡市で開催されますの
で、参加希望の方は事務局までお申し出くださ
い。
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◆新年初例会のご案内
1 / 9(木) 18:00～
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皆さま、こんにちは。本日は出
席させていただき、ありがとう
ございます。本当はクリスマス
例会に出席しようと思ったので
すが、日程は変わり参加が叶わ
なくなり、本日出席させていた
だいております。今、オーストラ
リアのブリスベンに留学してい
るのですが、やはり日本の方が好きです。
本日もよろしくお願いいたします。
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昨年の夏に入会させて頂き
ました、二幸産業株式会社 関
東支社の緒方です。今回はこのようなお時間をい
ただきましたので、改めまして簡単な自己紹介と
私が務めている会社についての紹介をさせてい
ただきますので、宜しくお願い申し上げます。
私は 1964 年 11 月 14 日東京オリンピックの年
の埼玉県民の日に東京都板橋区で生まれました。
小学校の途中から中学高の途中まで、家の事情も
あり母方の親戚がさいたま市(旧浦和市)に在住し
ていた事から、同じさいたま市(旧与野市)で過ご
しました。昨年の春より大宮勤務となりましたが、
市内の外廻りをしていると、とても懐かしい気分
になりますし、大宮の飲み屋さんで従弟とバッタ
リ何て事もあります。東京の板橋区で生まれ、現
在も板橋区で妻と高 3 の娘と三人で暮らしており
ますが、ここ、さいたまは私にとって何かと思い
入れのある場所です。
子供の頃は、企業で野球をやっていた父親の影響
もあり、野球大好き少年でした。また、趣味につ
いても同じく父親の影響を受け、車とバイクと釣
り等です。
ここ最近はまっているは、近場の海で釣った魚
をその場で下処理し、家に持って帰って調理して、
ビールで一杯やる事です。今年の夏は、都内や近
郊の海で釣ったアジやキス等をフリッターにし
て酒の肴にしましたが、最高に美味しかったです。
これは、アウトドア系ユーチューバーの影響や、
たまたま仕事で行った先の近くに江東区の若洲
海浜公園があり、結構魚が釣れているのを目の当
たりにし、あの臭くて汚かった東京湾の奥でこん
なにイロイロな魚が釣れるものなのだと衝撃を
受け、いてもたってもいられなくなってしまい、
気が付いたらハマってしまっておりました。
現在は仕事の関係で冬場はどうしても忙しくな
ってしまう為、来年暖かくなったらまた活動再開
したいと思っております。
そんな私が務めておりますのが、来年で創業 60
年を迎え業界では老舗の部類に入る二幸産業株
式会社と云う建物等のメンテナンスを中心に事
業を行っている会社です。
弊社は現オーナーの小林保廣が新潟県から上京
し、旧国鉄の錦糸町駅の清掃から始まった会社で
す。当初は東京の八重洲を本社としておりました
が、現在では西新宿を本社とし、二幸 HD グルー
プとして「施設運営事業」
「PM 事業」
「環境事業」
「建設業」
「介護事業」
「ホテル事業」
「警備業」と
幅広く展開しております。
ではここからは、PP を使って簡単な二幸産業の
会社案内をさせていただきます。

伊藤 陽介 会員

私が担当している関東支社の主な事業は、設備・
清掃等の所謂ビルメンと大型リゾートホテルの
ベットメイク、最近伸びてきているのが修繕工事
となっております。
営業エリアはここ大宮を中心として、千葉県、茨
木県、栃木県、群馬県と新潟県の南部及び東京都
の北部の一都六県を担当しております。
支社内では、群馬県の高崎市と新潟県の湯沢町に
営業所を構え、埼玉県の川越市に清掃サービスセ
ンターがあり、送迎車含む営業車両を 30 台ほど
所有しております。
従業員数はアルバイト・パートスタッフが 450～
500 名、社員が 56 名程で業務に取組んでおりま
す。現状では、支社の体制に対して営業エリアが
広すぎる事や、深刻な人手不足等々の問題を抱え
ており、それらの対策と伴に若手社員の発掘・育
成、女性の活躍推進に力を入れているところです。
なかなか理想通りには行きませんが、一つ一つコ
ツコツと進めております。
そんな中、ロータリークラブを通し、より多く
の人と接し、さまざまな情報が得られればいいな
と考えております。簡単ではございますが以上で
す。ご清聴、ありがとうございました。

皆さん、こんにちは。ALSOK
綜合警備保障の伊藤でございます。本日はイニシ
エーションスピーチのお時間を頂きましてあり
がとうございます。これから私の自己紹介と勤め
先である ALSOK の紹介をさせてください。
まず自己紹介をさせていただきます。
名前は伊藤陽介、昭和 43 年 10 月の生まれで北海
道出身の 51 歳です。現在、勤務地は大宮、住んで
いるところは東京都世田谷区です。妻は既に病気
で他界しておりますが 27 歳になる息子が一人い
ます。埼玉は結婚を機に隣の上尾市に居を移し、
約 20 年上尾に住んでいました。趣味は 2 年くら
い前までは草野球をずっとやっていましたが、現
在は休日に朝早くから多摩川沿いをのんびり歩
いたり自転車を漕いでいるくらいなので運動不
足が心配の今日この頃となっています。
私の出身地は北海道の厚岸町という北海道南東
部に位置し人口約 9000 人の小さな漁師町です。
地図でみると釧路市の右隣にある町です。牡蠣や
あさり、さんま、カニや昆布などが特産物です。
海にはトドやアザラシ、丘にはシカやキツネ、鷲
やフクロウなどがよく見られます。このように食
べるもの美味しく、自然豊かな場所でございます
ので北海道旅行の際は是非ともお立ち寄りくだ
さい。因みに昨年行われました、平昌冬季オリン
ピックでスピードスケートの女子パシュートで
高木姉妹と一緒に金メダルをとった佐藤綾乃選
手、昨年のプロ野球ドラフトで埼玉西武ライオン
ズから 7 位で指名され、今年は開幕から 1 軍で活
躍した佐藤龍世選手がこの町の出身でございま
すので合わせてご声援のほど宜しくお願いいた
します。
1987 年に ALSOK に入社して最初は警備員を経
験し、大半は新規契約をとる営業員として勤務し
てきました。警備員時代は昨今の「働き方改革」
とは程遠い労働環境で勤務していましたがコン
プライアンスが叫ばれる今では現場の警備員も
適正な労働時間と休日を確保されています。
さて、いよいよ来年は『2020 東京オリンピック・
パラリンピック』です。埼玉県内でもバスケット
ボール、サッカー、ゴルフ、射撃競技等が行われ
ますが、ALSOK はセコムさんと共に大会オフィ
シャルパートナーとして安全・安心面で大会運営
を支える立場です。既に今月からオリンピック関
連の一部施設では警備員が常駐しての業務がス
タートしています。これから続々と各競技会場等
の警備がスタートしていく予定です。ALSOK は
もともとオリンピックと縁が深い会社でして、
1964 年 10 月に開催されたオリンピック東京大会
の オリ ンピッ ク組 織委員 会事 務局次 長が 後に
ALSOK の創業者となりました。それからスポー
ツ支援にも力を入れ、
2000 年シドニー大会以降、
弊社所属選手は 5 大会に出場し、柔道、レスリン
グ、ウェイトリフティング、陸上競技等で金メダ
ル 10 個、銀メダル 6 個、8 位以内入賞が 8 回と

いった成績を収めてきました。来年の東京大会に
出場しメダルが期待できる選手も数名おります。
また、ALSOK は社会、地域の安心安全にも全力
で取り組んでおり、児童を標的とした凶悪犯罪が
後を絶たない状況ですが地域の小学校などに対
し防犯出前授業『ALSOK あんしん教室』をこれ
まで全国の小学校に対し述べ 45,000 回以上授業
を行ってきたり、幼稚園の先生、職員に対し『さ
すまたを使った防御教室』。それ以外にも高齢者
を標的とした様々な犯罪から守るため、訪問講座
『ALSOK ほっとライフ講座』
、女子学生や一人暮
らしの女性等に対し、女性を狙った犯罪から守る
ための出張セミナー『ALSOK 女性向け防犯セミ
ナー』を社会貢献活動の一環として行っています。
昨年 9 月から当クラブに入会させていただき 1
年が経過しましたが、本当に名誉なことと感じて
い ます 。今後 は先 ほど紹 介さ せてい ただ いた
ALSOK の CSR 活動がロータリークラブの奉仕
の精神に則った様々な活動にも寄与出来たら望
外の喜びでございます。これで私のイニシエーシ
ョンスピーチをおわらせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

