
  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ 会長あいさつ      富永 悟会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

１０月１０日の例会記録 

 

 こんばんは、ここのところ涼しいなと思っていましたら

ここ２日くらい昼間は残暑でとても日差しが強くて体調を

崩さないよう気をつけていただきたいと思っております。 

 先週の水曜日に富永・飯山杯という事で今年度の草

加松原ＲＣ第１回目のゴルフコンペが行われたわけで

すけど、私の方は前回の例会で話させていただきまし

たが足が不自由になってしまいましてせっかく名前の冠

がついた大会に参加できないで大変残念でありますし、

皆さんにご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでし

た。足を治して第２回目には是非参加をさせていただき

たいと思います。優勝は長谷部直前会長がされたとい

う事でまた市民ゴルフのシニアの部でも優勝されたとい

う事でゴルフは絶好調のようなので皆さんハンディキャ

ップを貰った方が良いのかと思います。 

 今月は米山月間という事で来週は米山の例会になり

ます。残念ではございますが、米山記念館への見学は

次回に持ち越しという形にさせていただきました。本年

度锡林高娃さんのホストクラブとしてやっておりますの

で米山について皆さんで学びたいと思います。最近この

場でお話をする機会が減っておりました会員増強につ

いて、牛山部門委員長からもっと声高々に活動をしまし

ょうという事でお話をいただいております。 

 

第２６０回 例会 １０月１７日 草加市文化会館          
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幹事 飯山 英彦 

会 長：富 永   悟 

幹 事：飯 山 英 彦 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

こちらも今年度の３つの柱に掲げさせていただいて

おります。本来なら毎回の例会で増強の話はしようと

最初は思っていましたが忙しさにかまけてだか中々増

強の話が出来なく立ち消えていたのでこれからは皆さ

んもどなたかよい方がいらっしゃいましたら是非牛山

会員増強維持部門委員長、木村会員増強委員会委

員長のほうにご紹介いただきたいと思います。宜しく

お願い致します。 

１０月２４日は世界ポリオデーという事で今月はポリ

オ基金についてもロータリーは考えていきたいという

事になっております。 

当クラブは１１月３日の「ふささら祭り」でポリオ募

金・黄色いハンカチ運動を行いますのでご協力を宜し

くお願い致します。 

また、１０月２０日からフィリピン国際に行く予定でご

ざいます。残念なのは今回参加される方の日程が合

わずに行っていただける方がいらっしゃらないので飯

山幹事と行って参ります。今回は渡辺会員にご協力

いただき地球儀を持っていく事になりました。渡辺会

員ありがとうございました。 

本日は来栖会員の卓話という事で皆さん楽しみに

している事と思います。宜しくお願い致します。 

２０１７‐１８年度 国際ロータリーテーマ 

ロ ー タ リ ー ； 変 化 を も た ら す 
 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

  米山記念奨学会の活動について 
学びましょう 

   

 
 

    



 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

皆さんこんばんは、来栖勝幸と申します。今日はどんな話ができるか不安なのですが、「私お目

から見た土木業界の現在」とさせていただきます。 

私自身が土木の建設工事会社を営んでおります。私は父から 2000 年に代替わりしまして現在

社長で家業を継いでおります。一言で建設を説明するにはどこも説明しづらい！聞いている方もわ 

かりにくいと思います。 

 よく建築・土木という分け方をしますけど、代替建築と言いますと民間の企業さんが上物を建てるような工事の

事を建築と俗に言います。土木と言いますと、発注者が国であったり、都道府県という形というものが土木という

分け方になっています。 

 その中で建築であっても、土木であっても最初は何か建物が建っていれば上物の解体をしなければならない、

解体をし、更地になっても地下に埋設してあるような邪魔になる基礎が必ずありますのでそういった地下の解体

業者、上物を解体する業者と地下を解体する業者は似ているようでまた違う。 

 建物を建てる時でも最初に土地をきれいにならす業者、その後に杭を地下にうつ業者、基礎をうった後に地下

を掘削するような業者、土を掘ったら周りが崩れてしまうのでそれを防止するために土止めをうつ業者、細かく分

かれた業種の人を専門業種と言います。私の会社も大手ゼネコンといくつかお付き合いさせていただいておりま

す。首都圏・千葉・神奈川など首都圏を色々なエリアに分かれてかく支店から仕事を頂いたりしておりますが、大

手ゼネコンさんは、これから先の未来に向けての開発をする部署であったり会社を運営するための経営団の

方々、それを管理する経理型の人、また、現場で働く個人の人、色々な部署に分かれていますけど、現場で働く

大手ゼネコンの人は管理者であるわけであって、実際に現場で働くのは専門業種の会社が協会などを作ってい

てそういった業者がたくさん入って一つのものを作っております。その中で大手ゼネコンの中には、サブコンという

のですか、大手ゼネコンの協力会に入っている会社があります。そこも現場で働く人というよりも現場で働く人は

専門業種の人なのでそれを管理する立場の人です。そういったサブコン的な会社もやはり専門業種をたくさん抱

えておりまして、それで一つの会社となっています。実際問題現場に来ても自分の所の社員は数人で、あとは全

部外注という形になります。 

 私の会社は、個人宅の造成から駅前の広い土地、近くでいいますとレイクタウン、その前はつくばエクスプレス

沿線、足立六町から千葉に向けての駅を作るときの周りの土地が荒れていましたので、レイクタウンを含めた造

成工事をゼネコンから請け負いましてうちの会社の社員が作業を行いました。 

 うちの会社は専門業種になります。土を均したり、削ったり、移動させたりする中で、地下に埋設する土を掘りな

がら不純物を処理していく作業でしたり、埋め立てをして成り立っていく土地が多い。そのような場所は、昔基準

がなかったので何でもよいから置いてしまえという事がありましたから、実際に建物を建て替えようとするとすごく

土地が荒れておりまして、不純物が入っている。大型の環境機械、簡単に言いますと洗濯機の乾燥機をイメージ

していただければと思います。そこに細かく穴が開いておりまして、回す事に寄って、不純物が外に飛び出すもの

と中に残るものが何層にも分かれていて、下で種訳をする。それをベルトコンベアーで流しながら最後は作業員

が手作業で仕事する。うちの会社は専門業種になるわけですが、中々担い手がいない状況です。専門業者は作

業員を抱えておりますので、こういった実情があるのかと思いきや始まりは大手ゼネコンからでした。最初は会社

を良くしようとコンプライアンスを重視しようとクリーンな会社を作ろうと競って大手ゼネコンはしてきました。定年

退職するのは 60歳をずっと変えなかったのは建設業界ではなかったかと思います。だんだん国も 65歳・70歳に

していってほしいとの要望がありましても変えなかったのがゼネコンなのかなと思います。定年退職を必ずさせる

ようなところがあって、実際に定年退職を進めていく中で管理する人がまったくいなくなってしまう。中途採用もし

ていましたが管理がおぼつかなくて、退職をした OB の方を呼び戻すという事をし始めました。今は中途採用もた

くさんありますし、OB を呼び戻すことを盛んにしています。日本で一番というようなゼネコンが中堅のゼネコンで

今仕事ができる社員をヘッドハンティングするようなことをすごくされています。あと大手ゼネコンに勤めている優

秀な社員が公務員試験を受けてゼネコンに発注する側に回る方がたの考えが広まりまして、合格して発注する

立場の人間になっていく人もたくさんいます。そうなってくると、新入社員を募集する大体ですが、多く集まった会

社は 70％で、あまり集まらなかった会社は 50％くらい！ですから新入社員も入ってもらえない。入社してもらった

社員は頭が良い、高学歴で仕事の進め方を研究するような部署を希望か、事務方に回る人、現場で働く人現場

監督や工事部長になりたいというような目標を持つ人は殆どいないという現状です。すると我々専門業種に負担

が回ってきます。私たちのような会社も何人も管理職を置くことはできない。そこに拍車をかけて数年前にここに

いらっしゃるみなさんにとっては当たり前のことですが、社会保険に加盟していないような会社はあるわけないし

不公平！建設業界はそのような会社であったと思います。その中で働く社員は私が若い頃、月給者はいません

でした。一日いくらですから、月に何回出社したかで給料が変わります。やる気のある人は土日・昼夜も働いて月

に 50 日・60 日働いていました。それが色々見てきて言えることはそういった方がいた頃は、凄く活気があって若

い人もたくさん入ってきました。今の若い人はそうではなくて社会保険がしっかりしていて退職金もある。 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告    飯山英彦幹事 

みなさんこんばんは、幹事報告です。 

＊今週の日曜日（１５日）、草加市卓球連盟の第

６回草加松原ロータリークラブ杯が行われま

す。９時から試合が行われますのでいらっしゃ

れる方は８時４５分に２階に上がったところに

したいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

 

土日・祝日は休みで有給休暇もある。ゆとりのある生活の中に仕事もあるという職場を求めているのではないか

と思っています。昔の職人たちがよく働いた理由というのは、日数を稼げば、技術さえあれば学歴がいらないとい

う人たちが沢山いたように感じます。 

 いまは、ゼネコンも、国も、専門業種もそうですが、今を何とかしなければならない。海外、中国・タイ・ミヤンマー

などから若い力を日本に引き入れて建設業界を何とかやっていこうとの動きを国としてやっているのですが、私達

も今後そうなっていくのかと感じています。国の認可を受けた組合があります。組合に参加して業界をみてみまし

たがその制度を利用して学校を作ったり、そこで教育者を募集して日本で仕事できる人材を育て上げようと盛ん

に努力している中、実際問題発注する側の制度、実際問題外国人が入ってきて色々な問題が起きるのではない

かと二の足を踏んでいます。そういった中でも個人が発注するような工事現場には外国の方もおりますし、未だに

社会保険未加入の方も働いています。今建設業界の実情としましては皆さんと同じように社会保険に加入させて

いる会社とそれができない、またしたくないというような社員を抱えているような会社が半分くらいです。当社としま

しては 100％社会保険に加入させました。加入してから 2 年くらい経ちます。自分の会社だけが加入しているので

はなく、協力会社にも社会保険に入っていただく様お願いしているのですがなかなか入ってもらえないような実情

で、社員が社会保険に入るのなら退社しますという人がまだまだたくさんいます。今建設業界はいそがしいです。

建築がかなり忙しかったのが少し休憩になりこれから土木の方が忙しくなります。かなりの人が足りない状況で

す。 

見て見ぬふりして使っていかないと後期が間に合わないことばかりです。国立競技場でも某会社で社員が自殺し

たこともご存知だと思いますが人不足、皆で協力し合ってという事が薄れているような気がします。 

 豊洲問題もそうです。あそこの工事も当時私も若かったですが、今建っている場所は大昔作った基礎の上にそ

れを撤去するにはお金がかかるから、海面も上がってきているので土を盛ってしまおうと盛土をした場所です。盛

土を下ところが汚染されているという話は当時からありました。その土はどうしようかと話をしていたら大々的にそ

こに土を盛る作業が始まりました。除去しないという派内だったのが盛土になりました。2m くらい盛ったと思いま

す。持った上に今のとよすの市場が出来ていると思ってください。土壌汚染が出ていますが、除去していないから

当然の事であって、地下水は行ったり来たりしますから科学物質が流れ込んで数値を図ればわるい数値が出る

のは当たり前の事です。最初からの準備は非常に大切と思う。専門業種ではこのような話を少しさせていただき

ましたが、大手ゼネコンや開発に携わった方がたや議員さんはこのようなはなしは出来ないと思います。森土工

事うちの会社でも担当したことはあります。中々わからないところが皆さんに伝わればと思いながら少しでも伝わ

ればと思いながら話しました。よろしくお願い致します。 

黄色いハンカチ運動について     会田小弥太社会奉仕委員長 

皆さんこんばんは、社会奉仕委員会から報告とお願いです。先ほど会長挨拶にもありましたが。 

「ふささら祭り」で例年通り啓蒙運動を行います。昨年は文化会館の駐車場でしたが今年は 

松並木に戻ります。先日抽選がございまして１５番という事です。ハープ橋よりになると思います。 

皆さんにお集まりいただく時間は９時集合でお願いしたいと思います。日にちは１１月３日文化の 

日です。宜しくお願い致します。 

 もう１点は、１１月１２日に「福祉まつり in そうか」があります。草加駅前とアコスホールで行われますが、地区大

会もありますので地区大会に行かれる方も多いと思いますが、こちらにもご協力をお願い致します。時間について

は追ってお知らせいたします。当日は「街グル inそうか」のイベントもありますので私も街グルに絡んでいますので

行ったり来たりになると思います。こちらのご協力もよろしくお願い致します。 

卓球大会について 

１０月１５日（日）市民体育館にて開催されました。 

≪参加者≫富永会長・飯山幹事・田川会員・長谷部会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 10 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 16,000 円 累計 287,000 円 

10 月 10 日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 20 

出席免除  7 ＭＵ ５ 

出席適用 33 出席率 75.76 

今後のプログラム 
10/24  卓話  福本孝昭会員     レセプション 

10/31  卓話 東武新聞社      第２会議室 

井出和志様  
11/7   誕生祝・結婚祝        レセプション 
 

富永  悟会長 先日はゴルフコンペに参加された皆様ありがとうございました。次回は足を治して参加した
いと思います。来栖会員卓話ありがとうございました。 

飯山 英彦幹事 来栖勝幸会員卓話ありがとうございました。 
会田小弥太会員 来栖勝幸会員卓話たのしみです。 
牛山 信康会員 衆議院議員選ヒートアップ、そのせいか１０月というのに暑い日となって今日は半そでシャ

ツです。 
岡田 明久会員 草加駅東口のある候補の出陣式に行って来ました。革新系じゃないことは確かです。頑張り

ましょう 
川井 大輔会員 来栖会員の卓話楽しみにしております。 
勝浦 雅和会員 土・日で長野に行って来ました。上高地に行きたかったのですが駐車場がいっぱいで車が止

められずあきらめて帰ってきました。何をしに行ったのやら 
加藤 芳隆会員 来栖会員の卓話を宜しくお願い致します。ゴルフコンペではドラコンは飛んでいましたね 
篠宮 時雄会員 来栖会員卓話ありがとうございます。 
田中 和郎会員 今日、１０月１０日は転倒予防の日です。転んで「けが」をしないよう気をつけましょう。

来栖会員卓話宜しくお願い致します。 
二階堂祐司会員 来栖会員卓話楽しみです。 
長谷部健一会員 先週に続いて今秋月曜日にも草加市ゴルフ大会シニアの部で優勝しました。驚きです。来栖

さん今日は卓話宜しくお願いします。 
森  勇一会員 来栖さん、先週のゴルフでは一緒の組で大変お世話になりました。また機会がありましたら

ご一緒させてください。本日は卓話、楽しみにしております。よろしくお願いします。 
渡辺美和子会員 来栖様卓話楽しみにしています。 
来栖 勝幸会員 懇親ゴルフコンペ楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。筋肉痛かと思っ

ていましたが、腰がいまだに痛いので衰えかな？と思っています。 

財団奨学生 大谷理奈さんからのメッセージ 

みなさんこんにちは！ 

財団奨学生の大谷理奈です。本日 10月 16日（月)、パリ・アカデミーRCの例会に参加してまいりました。 

パリ・アカデミーRCは 1957創立で今年６０周年を迎えるクラブで、会員数はおよそ４０名です。 

本日の例会では、同じく財団奨学生を終了したばかりのアメリカからの留学生 Shiana Crosby さんと、インドの

Hosur RC会長の Mohanraj Rasu さんがお客様としていらっしゃっていました。 

私も少しお時間をいただき、自己紹介とご挨拶を行い、また皆様からお預かりしたクラブ・バナーの交換を行いまし

た。写真は、フィリップ・ドゥロネとバナー交換する様子と、ゲストのお二人との一枚です。 

クラブの皆さんから色々と声をかけていただき、早速再来週にはパリ６区のスーパーマーケットで行われる「フード

バンク」をお手伝いする予定です。 

「フードバンク」とは、パッケージや包装の傷などで、品質に 

問題がないのに廃棄になってしまう食品などを生活困窮者の方にお配 

りするという活動です。 

フランスでは、数年来よりこうした製品の廃棄が法律で禁じられて 

いるのでフードバンクは企業・市民の両面にとって必要な重要な活動 

です。ホストクラブのご支援を得て、今年は昨年より一層充実した一年 

となりそうです！ 

またフードバンクのご様子など、ご報告させていただきますね。 

 

 

地区大会ポリオ撲滅ゴルフコンペについて      

 

10月 16日、プレステージＣＣにて 

雨天の中、行われました。 

ご参加下さった皆様、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 


