
 

 

 

 

 

 

 

点鐘  国歌・奉仕の理想斉唱          

ロータリーの目的唱和  

〔会長挨拶〕尾崎敏彦会長 

皆さん今日は、三寒四暖、一雨ごとに暖かくなりました。昨日、今日と大変過ごし

やすくなりました。 

冨田英則さんの正会員入会おめでとうございます。今後の活躍ご期待申し上げます。 

松崎年度組織表を本日の役員・理事会に諮ります。協力お願い致します。 

3 月 7 日（土）、第７グループ IM が開催されます。例会振替になっておりますので 

全会員の参加をお願いします。３月２８日（土）開催コンサートの更なる打合せをお願います。4、5、

6 月のプログラム案を見せて頂きました。先が見えた感じがございます。更なる支援お願い致します。 

本日の卓話者は田村盛良会員です。よろしくお願いします。 

※「三寒四温」は本来、冬季に７日周期で寒暖が繰り返される気象現象ですが、 近は数日の寒い日の後、

暖かい日が続く春先の天気を指す言葉として広く使われています。 

 

〔入会式〕 冨田英則会員 株式会社トミタモータース 代表取締役社長  

 ご挨拶：皆様こんにちは、はれて皆様のお仲間入りをさせていただき 

有難うございます。地元で商売をさせていただいております 

ので、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

〔委員会報告〕 

＊地区職業奉仕委員会 林 明委員 地区職業奉仕部門セミナーのご案内 

職業奉仕夜話会（トワイライト・ミーティング） 

日時 2015 年 3 月 27 日（金）17 時点鐘 場所 パレスホテル大宮 4Ｆローズルーム 

卓話者 北 清治氏（国際ロータリー理事）登録料 お一人様 8.000 円（晩餐会食含む） 

 

＊雑誌委員会 大塚 勉委員 ロータリーの友３月号のご案内 

横Ｐ：Ｐ44 視点 ガバナーガバナー訪問、伝道師の旅 2770 地区濱野英美ガバナー 

         Ｐ45 今後の日本のロータリーは、どうあるべきか 2800 地区池田德博ガバナー 

 縦Ｐ：Ｐ13 友愛の広場 ロータリアン・フェイス 岡山東 浦上澤之 

 

＊社会奉仕委員会 加藤久雄委員長 久喜ライオンズクラブ主催献血のお知らせ 

日時：4 月 9 日（木）10：00～11：45 13：00～16：00 場所 久喜駅西口前 

      久喜菖蒲ロータリークラブ共催の献血です。例会日ですが皆様のご協力をお願いします。 

※ペットボトルキャップが 110 キロになりました。皆様のご協力に感謝申しあげます。
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国際ロータリー第 2770 地区 

ガバナー 濱 野 英 美 

～ ロ ー タ リ ー は 人 づ く り  

     そ し て 奉 仕 ～  

例会日：毎週木曜日 12：30～13：30 

例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３ 

事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

会長  尾崎 敏彦  幹事 金田 仁志 

会報委員 鈴木弘道・多田和男・高木学・新井博 

活気あふれる 

ロータリーを通して 

「 人 づ く り  

   そ し て 奉 仕 」

「Light Up Rotary」 
ゲイリー C.K. ホアン RI 会長

東日本大震災南相馬市復興支援

コンサート 久喜総合文化会館

3 月 28 日（土）14：00 開演 



〔卓話〕田村盛良会員 「職業奉仕」 

今日は、ご無沙汰

しております。本日

は職業奉仕につい

て 卓話ということ

なので、宜しくお願

い致します。 

 電気工事業に従事して、まる 31 年になりまし

た。サラリーマンで 15 年、久喜の内田電気商会

で 16 年です。生まれた実家も、伊豆の稲取で田

村電気商会という電気店をやっていますので、生

まれて今日まで半世紀 50 年以上、電気という二

文字にお世話になっています。 

 両親は、２人とも他界しており、両親の実家は

ともに農家でした。父親は長男ではなかったので、

東京の目黒無線（今の東京電気通信大学の前身）

という電気学校で学びました。それが、田村家が

電気にかかわったルーツになった様です。 

 父親は戦争に行っており、輸送機で通信係をや

っていた様です。戦後、母と結婚して、稲取で電

気店を始めました。 初の頃は仕事がなく、漁協

の船のバッテリー充電などをやっていたと聞き

ました。その後は高度経済成長で旅館が増えたり、

オイルショックで電線が高騰しましたが、何とか

電気店は今も存続しており、現在は、私の兄が会

社を継いでおります。お得意先はほとんどが旅館

関係なので、どうしても景気の影響を受け易かっ

たり、盆・正月も仕事の電話が入ったりで、たま

の帰省時に様子を見ていると結構大変そうです。

ただ、4 年程前から、兄の長男が手伝うようにな

り、兄も心強く思っている様です。 

その甥が昨年末、仕事中に、隣町 熱川温泉の

旅館の源泉に落ちてしまって、胸まで 70 度の温

泉に浸かって、地元のＴＶ・新聞にも載る大騒ぎ

でした。幸いドクターヘリで伊勢原の東海大学付

属病院に搬送され、命に別状はなかったのですが、

一時は様子が分からず、その日は親戚中みんな大

変な思いでした。源泉の中の電極の不具合を見に

行って、渡しの床板が腐っていたのに気付かず落

下してしまいました。電気工事業・建設業とかは、

どうしても人身事故と隣り合わせなのです。でも

身近な人間がそうなる事は考えていないのです

ね。そういう心構えなど全然できていないのが、

今回よくわかりました。 

 さて、久喜の内田電気商会は というと、創業

者は、清久出身の内田 衛で、私の義理の父に当

たります。創業は昭和 25 年、株式会社設立は 34

年です。当初は家電販売も結構盛んだったようで

すが、現在は時代の流れもあり、殆ど家電はやっ

ていません。工事記録を見ますと、市内・近隣市

町のビル・住宅の新築仕事をかなりの数をやらせ

てもらっています。 

創業者の子供は４姉妹で、今現在、私と家族が

住んでいるのは、会社屋の３階ですが、本来なら

長女辺りが婿をとってこの３階に住むはずだっ

たと思われますが。御縁がなくそれに至っていな

い現状です。次女は加須へ嫁ぎ、三女は薬剤師と

して市内で調剤薬局を開いています。なので、四

女の夫、私が後を継ぐことになりました。結婚当

初は後を継ぐ気は全くなく、実家も反対していま

したので、結婚後10年間はサラリーマンをして、

東京の大きい現場で電気工事に従事しておりま

した。 

東京で 後の現場になったのは、警察共済組合

が運営している“半蔵門会館”の建替え工事でし

た。駅ビルなどに比べれば、規模的には大きくな

かったのですが、金額的には一番大きい現場でし

た。工期は 3 年間と長く、携わる人数も多くて、

電気工事の責任者としては、かなり大変でした。

この現場が終わったら久喜の内田電気商会へと

いう話は義父と話していて、ちょうど切りが良か

ったので決心しました。また、女房が言っていた

『仕事がもっと楽になる』という言葉に動かされ

た可能性もあります。まあ、来たら来たで、大変

でしたけどね。 

 さて、仕事はというと、平成 11 年から 17 年ま

では、ご存じの通り物凄いデフレと不景気で、工

事の仕事はなく、利益が出ませんで、不渡りをも

らったり、結構しんどい時期でした。電気工事会

社は数が多いので、何か他と違った事をしない

と･･･と思い、平成 15 年に半年かけて ISO9001

を取得しました。当時、専務だった私が中心的に

コンサルタントと打合せ、研修等を受け、他の社

員もほぼ全員巻き込んで研修できた点に関して

は、良かったと思います。しかし、取得して 10

年以上になると、新しい発想がなくなって来るの



で、今後はいかに、全員参加型の品質管理が出来

るか、また、いかに得意先重視の創意工夫が出来

るかが重要になると思います。 

平成 18 年には、現会長が 76 歳になったという

ことで、私が 2 代目社長に就任しました。翌年 19

年には母親が 77 歳で他界、20 年にロータリーに

入会し、その翌年 21 年には父親が 86 歳で他界し

て、私の人生では、この 4～5 年は、大きく事が

動いた時期となりました。 

社長になって 9 年余りですが、 近不思議と、 

アンラッキーと思うより、ラッキーと思うことが

多くなった気がします。先祖が守ってくれている

のか、ロータリーの先輩方々のお蔭なのか･･･わ

かりませんが、なんとなく公私ともに良い方向に

向かっている気がします。 

今後は、仕事に直結する久喜市の予算や、地方

交付税も減額になる予定で、せっかくここ何年か

良くなった景気が昔のようにならなければいい

なと思います。東京オリンピックに期待しましょ

う。拙い話しでしたが、ご清聴、感謝いたします。 

 

 

 

〔幹事報告〕金田仁志 幹事 

＊３月のロータリーレートは１１８円となっております。 

＊次回例会案内：３月１２日の例会は７日（土）の IM に振替となります。 

幸手 ホテルグリーンコア １３時３０分登録開始 １４時点鐘 

１９日は、通常例会です。久喜北陽高校 IA 報告、校長先生も参加されます。 

２６日は、２８日（土）のチャリティーコンサート（久喜総合文化会館）と終了後、夜間例会（なごみ）

に振替となります。皆さんの出席をお願いいたします。    

 

〔スマイル報告〕塩田拓哉 SAA 委員 

☆本日もよろしく：尾崎敏彦 ☆冨田さん入会待ってました：和田義雄 

☆田村さん卓話よろしくお願いします：金田仁志・塩田拓哉  

☆欠席のお詫び：多田和男・髙木学  

（敬称略・順不同） 

 

〔出席報告〕 出席委員会 高木 容委員長 

        

 

 

点鐘 

 

2015-2016 ロータリーテーマ 

2015-16 年度の国際ロータリー会長に就任する K.R.ラビンドラン氏は、

同年度のテーマを「世界へのプレゼントになろう」としました。ラビン

ドラン氏はロータリー会員に、より良い世界をめざして、時間、才能、

知識を世界中の地域社会に贈るよう呼びかけます。「ロータリアン会員

が自らを『プレゼント』することによって、世界中の人びとの生活を真

に改善できるのです」 

 

本日の合計  ￥２４，０００ 

累 計 ￥１，２５２，０００ 

 定 員 免 除 出 席 M U 欠 席 出席率 

本日出欠 53 13 26 5 9 77.50％ 



2015-16 年度ＲＩ会長 K.R. “ラビ” ラビンドラン  COLOMBO ロータリークラブ所属  スリランカ 

ティーバッグの製造で世界をリードする上場企業、Printcare PLC の創設者・CEO。このほ

かにも複数の企業と慈善団体の理事、およびスリランカ 大の麻薬防止団体であるSri Lanka 

Anti Narcotics Association の創立会長。1974 年にロータリークラブに入会。RI 理事、財

務長、財団管理委員、委員会委員・副委員長・委員長、タスクフォースメンバー、RI 研修リ

ーダー、地区ガバナーを歴任。スリランカのポリオプラス委員長として、政府関係者、ユニ

セフ、ロータリーのメンバーから成るタスクフォースの委員長としてユニセフと協力し、同

国北部を領域とする武装組織との交渉を通じて、全国一斉予防接種活動中の一時停戦を実現。

また、スリランカで津波によって破壊された25校を再建するプロジェクトの委員長として、

15,000 人の生徒を支援。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                 2015 年 3 月 5 日（木）三高サロン 

理事・役員会         

協議事項 ＊例会プログラム（４月～６月）について 例会プログラム案で承認 

   4 月 2 日（木）そば例会（お花見） 

   4 月 9 日（木）卓話 雑誌月間に因んで 田中昇雑誌委員長  

   4 月 16 日（木）卓話 服部智也会員 

   4 月 23 日(木)夜間例会 田口屋 誕生祝 

   4 月 30 日（木）休会 

   5 月 7 日（木）卓話 田中暄二久喜市長 

   5 月 14 日（木）卓話 福田喜美夫会員 

   5 月 21 日（木）卓話 菊地雅之会員 

   5 月 28 日(木) 夜間例会 きのえね 誕生祝 

   6 月 4 日(木) クラブ協議会 本年度 

   6 月 11 日(木) 休会 

   6 月 18 日(木) クラブ協議会 次年度 

   6 月 25 日(木） 終例会・ゴルフ・観光 （ゴルフ、観光、夜間例会は親睦と SAA が担当） 

   ・現次年度理事役員会：４日～５日、鬼怒川一心館にて開催 

  ＊次年度理事役員について 

    副会長の選任について皆様にお世話になりました、組織図が出来上がりました。 

    新井会員が次年度も在籍出来るようになりました。 

  ＊その他 

    ・協賛金の件 

     昨年までは「菖蒲健康ウォーキング」で協賛。本年名称「第１回健康ウォーク」が変わり

ましたが如何いたしますか。 例年通り、協賛金を３万円 承認 

    ・チャリティーコンサートの件 

     集合時間：理事・役員・社会奉仕委員会は１２時集合で準備。 

          メンバーは１３時１０分集合とする。メンバーはタスキをかける。 

準備品（タスキ・募金箱 他は担当者を決めてあるので担当の方は宜しくお願いします

来賓の接待は金澤利幸会員 

     記録は鈴木弘道会員 

     会計は加藤久雄会員、安田事務局 

     復興支援義援金は「１，０１５，０００円」承認。目録で渡す 


