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ロータリーの目的・４つのテスト
＜本日のリーダー＞
浅間 重行

「年次総会」

会 長

会員

新井 清太

米山記念奨学生紹介 染谷 義一 副会長
マイロータリーに登録
されている方はご案内の
メールが来ていると思い
ますが、今年度の国際大
会が 2019 年 6 月 1 日よ
り 5 日まで開催されます。
場所はドイツ・ハンブルグです。それに伴いま
して、1 日に予定しております第 2770 地区ガ
バナーナイト開催のご案内がまいりました。う
ちのクラブからも是非とも多くのメンバーで
参加できればと思いますので、どうぞ宜しくお
願い致します。
また本日は後ほど年次総会がございます。いよ
いよ次年度理事役員の選出が議題であります
ので、皆様、慎重審議の程宜しくお願い致しま
す。
そして次週は上期最終となります、クリスマス
家族例会でございます。現在、親睦委員会が一
生懸命準備を進めておりますので、どうぞお楽
しみに！

米山記念奨学生
ムハマド･ナジム･ムハマド･シュクリ

君

幹 事 報 告
幹 事
新藤 栄介 会員

本日ネームボックスに書類 4 枚を配布致しました。
①来年『1 月の例会予定表』
②『新年初例会のご案内』
1/10（木）夜間例会 18 時点鐘
新年会
18 時半～20 時半まで
③事務局の『年末年始休暇のご案内』
12/28（金）～ 1/6(日)が冬季休暇です。
年内 27 日(木)が仕事納め
年明け 7 日(月)が仕事始め になります。
④『部会および運営費支給ついてのお願い』
今年度の部会活動につきまして、部会運営費
2000 円の支給先の申告を、今年中にお返事よろ
しくお願いします。
なお、本日例会後に役員会があります。

ロータリーの旅を楽しもう！
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
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委員長報告

並びに

派遣役員報告

親睦委員会 委員長
竹内 雅人 会員
～ ご案内 ～
・12/17(月)
クリスマス夜間例会
・1/10(木)
新年初例会

地区公共イメージ向上委員会
小木曽 賢己 会員
11/29 開催
ポリオ撲滅ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ

報告

【地区より感謝状・表彰状】
・2017-18 年度 財団ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ寄付額優秀ｸﾗﾌﾞ賞
第 2 位 表彰状
・2017-18 年度会員純増人数 優秀クラブ賞
第 2 位 表彰状
・2017-18 年度 第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 感謝状
清水 恒信 会員
・2017-18 年度 公共イメージ部門委員長 感謝状
小木曽 賢己 会員
・85 歳以上の長寿会員 表彰状
大竹 庄藏 会員
林
正 会員
内海 敏雄 会員
齊藤 四郎 会員
・45 年以上の永年在籍者 表彰状
大竹 庄藏 会員
林
正 会員

各種表彰･感謝状授与

【2017-18 年度 会長賞】
【ロータリー財団より表彰】
①「Every Rotarian, Every Year」クラブ
正会員全員（年度途中の入・退会者は除く）が、
年次基金へ少なくとも 25 ドルの寄付をして、
1 人当たりの年次基金 平均寄付額が 100 ドル
に達しているクラブに贈られます。
世界で 3,425
のクラブがこの認証資格を得ました。
②100％ロータリー財団寄付クラブ
正会員全員が、年次寄付・ポリオプラス基金・
ロータリー財団が承認した補助金・恒久基金の
いずれか（または全て）に少なくとも 25 ドル以
上の寄付をして、1 人当たりの平均寄付額が 100
ドルに達しているクラブに贈られます。世界で
4,000 のクラブがこの認証資格を得ました。
③End Polio Now:
「歴史をつくるｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの感謝状
ロータリーのポリオ撲滅活動に少なくとも
1,500 ドルを寄付したクラブに贈られる感謝状
です。

表彰された皆様、おめでとうございます。

米山記念奨学金授与及び近況報告
プレゼンテーター大川 正勝 会員

米山記念奨学生

ﾑﾊﾏﾄﾞ･ﾅｼﾞﾑ･ﾑﾊﾏﾄﾞ･ｼｭｸﾘ君

皆さん、こんにちは。
奨学生のムハマドナジムです。
近況報告をしたいと思います。
先月末に、今年やっている卒業
研究の中間発表をしました。
と言う事で卒業研究は半分終
わっています。大変ですが、研究生活を非常に楽
しんでいます。
次は就職状況について、先月にも言いましたが
家族の用事があるのですが、ローランドの内定を

辞退させて頂きました。
ですから就職活動を今再開してマレーシアにあ
る日系企業を目指しています。
最期に、私の親友は三人いまして、彼等は現在関
西に働いています。
年末年始、ゴルデンウィーク、そしてお盆にしか
会えませんので、今年の年末年始は楽しみにして
います。
以上です。ご静聴ありがとうございました。

イニシエーションスピーチ
坂原

一 会員

私はガテン系です。職業
は建設業の管工事です。
社名は大東設備工業と申し
ます。管工事の中でも給排
水配管工事を得意としてい
ます。
親しみやすい言い方をしますと、水道屋さんで
す。地域密着型営業で約十数年さいたま市で仕
事をお請けしています。会社は、さいたま市見
沼区、大宮区、沖縄県宮古島市にあります。自
宅はさいたま市の見沼区にあります。毎日、会
社まで車通勤をしています。
宮古島の事務所まで羽田空港から飛行機で通
勤しています。まさか、私みたいなガテン系の
職人が飛行機で通勤することなどないと思って
いました。今では、飛行機に慣れてきました
が、以前は、飛行機が苦手でした。理由は、飛
行機が上空の気流により羽が揺れていて、素人
から見ると羽が折れそうだったからです。
今日は、建設業界のあるあるをお話ししたい
と思います。今、建設業では深刻な職人・作業
員不足です。日本の建設業に関わる人は、約 490
万人と言われています。年々、働く人が減って
いき、若い人が入らない。このままだと日本の
職人さんたちがいなくなるのではないかと考え
ています。色々なところで建設ラッシュがあ
り、どこの企業さんも職人・作業員を探してい
ます。
なぜ、人が集まらないのか？なぜ？若い人が来
ないのか？なぜ？女性の職人が少ないのか？後
継ぎがいないのか？色々な問題がある中で、私
なりに考えたことは、おそらく３Ｋと言う言葉
があるからではないかと思います。
昭和の３Ｋとは、
「きつい、汚い、危険」のロー
マ字表記のＫからとったものです。
平成２０年ぐらいの３Ｋは、
「厳しい、帰れな
い、給料が安い」などのバリエーションが加わ

りました。平成２０年以降は、６Ｋと言われて
います。６Ｋの内訳は、
「きつい、汚い、厳し
い、休暇がない、給料が安い、格好悪い」と言
われています。特に私は、この「かっこ悪い」
という言葉に悪意を感じました。
この「かっこ悪い」いう言葉を変えない限り、
今の若い世代の就職は絶望的な状況になるので
はないかと考えています。
建設業で働く方々は、誇りと技術を持ち、皆輝
いています。
かつて、昭和の時代の職人は、昼は生粋の頑固
おやじ、夜はキャバレーの帝王で、みなさんホ
ステスに大変モテたと聞きました。
平成前半の年は、不況が続き、この時代の職人
さんたちは独自に進化し、あるジャンルに落ち
着きました。それは、ちょい悪オヤジ系です。
ここまでの時代では、まだ職人がたくさんいら
っしゃいました。
不況で仕事を変えた人もいましたが、それでも
厳しい・怖い・頑固な方でも、男らしさや優し
さがあり子供たちの憧れだったのです。
小学生の将来なりたいランキングでは、昭和も
平成の前半も、大工さん・建築家は上位をラン
クインしています。平成最後の年では、かろう
じて建築家と大工は１０位で残っています。
中学生になると、完全圏外になります。
今の子供たちは、ＩＴエンジニア・クリエイ
ター・YouTuber・会社経営者・医者などが人気
で、特に YouTuber の中でも、ヒカキン・はじめ
社長が子供たちに大変人気があります。
IT エンジニアやクリエイターは、服装もおしゃ
れ、容姿も良くて子供や女性に人気です。
建設業界もかっこよくならないと、人が集まり
にくいのでは？と思います。
今年の初めぐらいから、登美ヶ丘高校ダンス
部の【バブリーダンス】
、DA PUMP の【U・S・A】
など、巷では（ダサ、かっこいい）が広まって
います。
今の建設業は、子供や女性からダサイと言われ
ています。又は、興味がないみたいです。
この（ダサ、かっこいい）ブームに乗れれば、
建設業界の悪いイメージを取っ払ってくれるの
かと期待しています。
私の会社では、微力ながら、（ダサ、かっこい
い）をテーマに身だしなみや、教育を少しずつ
ですが改善しています。
ただ、
（ダサ、かっこいい）だけではダメです。
当然、技術や知識、行動力や将来性・職場環境
など働きやすい場を作らないとなりません。
少しでも、若い人たちに建設業界の魅力を伝え
たく日々頭を使っています。
このような努力をしていれば、もしかしたら将
来、人が増えるのではないかと考えています。

2019-20 年度理事・役員選出
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小木曽 賢己 会員
新井 清太 会員
染谷 義一 会員
新見 和男 会員
竹内 雅人 会員
押野 一郎 会員
藤嶋 剛史 会員
小林 又次郎 会員

ろう学園

お楽しみ会

12/13 ろう学園でお楽しみ会が開催されました。
当クラブではサーティーワンアイスクリーム
ステラタウン店のクリスマスアイスケーキを

【 理 事 】
長期計画委員長
伊田 雄二郎 会員
クラブ管理運営部門委員長
染谷 義一 会員
会員増強維持部門委員長 吉田 奉行 会員
会員研修委員会シニアアドバイザー
荒井 伸夫 会員
会員研修委員長
髙橋 秀樹 会員
クラブ研修リーダー
木本 栄一 会員
親睦部門委員長
井上 勝美 会員
広報･公共イメージ部門委員長
鈴木 恭二 会員
社会･職業奉仕部門委員長
小林 政良 会員
国際奉仕部門委員長
大楽 剛 会員
青少年奉仕部門委員長
田口 修身 会員
財団支援部門委員長
内山 泰成 会員
新規事業プロジェクト委員長
渋谷 廣慶 会員
青少年奉仕委員長
小沢 孝 会員
プログラム委員長
清水 恒信 会員
社会奉仕委員長
荒井 理人 会員
職業奉仕委員長
川井 理砂子 会員

中川ガバナー メッセージ動画
「GOVERNOR’S CHANNEL」

寄付いたしました。

