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Ｂｅ ａ ｇｉｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ
世 界 へ の プ レ ゼ ン ト に な ろ う
▼お客様紹介
＜玉川高島屋 SC・崎陽軒工場・氷川丸見学＞

第３グループ ガバナー補佐
第３グループ幹事
地区社会奉仕部門委員長
地区地域社会奉仕委員長
新日本無線元社長

職業奉仕委員会・親睦委員会 6 月 7 日（火）

藤井 フヂ子副会長
井上
茂呂
大杉
丹井
星野

久雄 様（さいたま欅）
耕太 様（さいたま欅）
能弘 様（川口北）
亮一 様（桶川）
宏 様

卓話のお客様
株式会社 チームネット
代表取締役 甲斐 徹郎 様

▼会長挨拶・報告

龍前 篤司会長

今年度も残り３回となり
ました。今年のターゲット
は「世界へのプレゼントに
なろう」ということであり
ました。我々は、どのように
世界へのプレゼントになっ
たらよいのか去年の今頃考
えていたわけです。国際大
会へは２０人規模で参加し
ました。ネパールへの支援
もいたしました。小さなことを少しずつやっていくことが重
要なんだろうなあと思います。世界には一日 1 ドル以下で生
活している人が１０億人いるそうです。私たちは、この人たち
の２，３０人分使っています。
景気は怪しいです。景気が悪いと世の中に人の足をひっぱ
ろうとする人も増えてきます。我々はどうなってもしっかり
生き抜いていかないといけないと思います。
卓話のお客様の甲斐さんに初めて会ったのは、甲斐さんが
作った、けやきハウスを見に行ったときです。１２，３年前で
す。単なる建物ではなく、そこに住んでいる人の幸せだったり、
それを持っている人の満足感だったり、そういう物が込めら
れていると思いました。埼玉県で甲斐さんのデザインした家
を造るのが私のひそかな夢だったんですね。是非、住宅に関係

第１８２９回例会式次第
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する皆さんは知り合いになって頂きたいと思います。
今日はロータリー関係の皆様が沢山、見えています。皆様
大変お世話になりました。もうちょっとで終わりますけれど
も、これからも宜しくお願いしたいと思います。
お忙しい中お集まりいただき有難うございます。

と掲げておりましたが、今現在２４名というところです。大
宮シティ RC が明日の例会で一人入会というお話しを聞いて
ますので、純増とまではいきませんが増強は出来たのではな
いかと思います。
また、４月１４日の熊本地震の際にはいち早くインターア
クトと共に募金活動をして頂きました。
また、５月末に開催されましたソウル国際大会におきまし
ては龍前会長を始めとする大勢の方のご参加を頂きまして誠
にありがとうございました。出発に際しましては羽田空港で
アクシデントがありましたが２７７０地区のロータリアンは
すべて無事に帰国いたしました。
また、貴クラブでは「やどかりの里バザー支援」も継続さ
れておりまして大変ありがとうございました。
日頃の例会も大変充実していて私どもは学ぶべきものが多
いものと思っております。
これからもグループ内の先導的な立場として４０周年に向
かい前進を続けて頂きたいと思います。
ガバナー補佐として至らない点が多々あったかと思います
が、そこはロータリーの友情に免じましてお許しを頂きたい
という風に思います。
終わりに大宮南 RC の益々のご発展と皆様方のご健勝を願
いまして挨拶といたしたいと思います。
一年間有難うございました。

✿ Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ✿

（中央）柴田 覚会員

山本 かなえ会員

▼お客様挨拶
第 3 グループ ガバナー補佐 井上 久雄 様

▼本日はお越し頂きまして有難うございます。

今日は、茂呂 耕太グループ幹事、ともども一年間の御
礼に伺いました。大宮南 RC さんには、この一年大変お世話
になりました。特に龍前会長、片岡幹事には、お世話になり
まして、昨年の７月にスタートいたしまして大宮南 RC のテ
ーマ「大きな心で仲良く楽しく」のとおり、この一年間、大
きな心で仲良く楽しく過ごせたのではないかと思っておりま
す。グループと致しましては IM を始めといたしまして諸活
動に対して大宮南 RC の皆様には、ご理解と、ご支援を賜り
ました。誠に有難うございました。龍前会長、片岡幹事に
は、今月の２０日に１０回目を迎えるんですが、会長・幹事
会に毎回ご出席いただき、グループ内の指導的立場として発
言下さいまして、その思いは大変、私どもの胸に心強いもの
がありました。また、片岡幹事には IM 実行委員長、そし
て、また第４グループとの合同のゴルフコンペにおきまして
の企画運営にご協力頂きまして誠に有難うございました。
大宮南 RC の今年度の事業といたしまして、会員増強に
つきましてはペッツの時に目標５名と聞いておりましたが、
今現在３名。まだ、後２週間ほどありますのでご協力をお願
いしたいと思います。グループといたしましては目標２５名

（中央）丹井 亮一 様

（中央）星野 宏 様

▼幹事報告

（右）大杉 能弘 様

（右）甲斐 徹郎 様
片岡 隆史幹事

先日の二子玉川の移動例会に参加頂きましてありがとうご
ざいました。
残り少ない例会を大事にしていきたいと思っておりますの
で、宜しくお願い致します。
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2016～2017 年度 小平 啓介幹事
・前年度、またいで報告を
させていただきます。
６月２１日（火）１８：
００～ かのうやさんで
創立記念例会があります。
・６月２３日（木）１８：
００～ かのうやさんで
部門委員会があります。出
欠席を事務局 FAX にご返
信お願い致します。
・樺沢年度の初例会を７月
５日(火)１２：３０点鐘で清水園さんで開催いたします。
・７月１２日(火)公式訪問準備例会、７月１９日(火)に
公式訪問がございます。皆様、ご協力賜りますようお願い申
し上げます。

▼委員長報告

す。１階の部屋は２６度です。
１２世帯の家族で毎年みん
なで餅つきをやったりして、
コミュニティが生活に彩を
添えてくれます。これをきっ
かけに樹齢１００年、１５０
年というような木を切らず
に土地を活用するプロジェ
クトを手掛けるようになり
ました。そして、会社を作っ
て２０年目に「不動産の価値はコミュニティで決まる」という
本を出しました。世の中が便利になると関係が省かれ、他者と
の関係が煩わしいものへと変容してしまう社会の構造があり
ます。こうした社会構造の中で幸せな暮らしを実現するため
にはコミュニティを手段とすることで個人単位では実現させ
ることのできない大きな価値を実現させるということです。
＊この他に今までの環境を生かしたプロジェクトを沢山紹介
して頂きました。

親睦委員会 斉藤 博一委員長

・親睦委員会最後の事業、ゴルフコンペを６月２２日(水)に
飯能ゴルフクラブで行います。２名欠員が出まして、参加
できる方を募集中です。

▼卓

▼出席報告
会員数３８名

出席委員会 三浦賢一郎委員長
出席者２２名
出席率 57.90％

ニコニコ BOX

話

39,000 円

株式会社 チームネット
代表取締役 甲斐 徹郎 様

大宮南 RC の皆様には一年間、ご支援、ご協力ありがとうご
ざいました。貴クラブの益々の発展と会員の皆様のご健勝を
心からお祈りいたします・・・井上 久雄様・茂呂 耕太様
本日はお世話になります。柴田さんには一年間お世話になり
ました。感謝・・・・・・・・・・・・・・・大杉 能弘様
次年度、社会奉仕部門を宜しくお願い致します。また、柴田
会員、羽田会員に出向頂き誠にありがとうございました・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・丹井 亮一様
甲斐さん、卓話有難うございます。星野さん、わざわざ、有
難うございます。ガバナー補佐、もちろん、有難うございま
す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・龍前
井上ガバナー補佐、茂呂グループ幹事、大杉地区社会奉仕部
門委員長、丹井地区地域社会奉仕委員長、ようこそ、お越し
下さいました。一年間ありがとうございました。甲斐様、卓
話ありがとうございました。星野様、ようこそ・・・・片岡
井上様、茂呂様、大杉様、丹井様、一年間ありがとうござい
ました。サッポロビールの真田さん、バスツアーに差し入れ
ありがとうございました・・・・・・・・・・・・・・杉村
早退（中抜け）します・・・・・・・・・・・・・・・佐藤
甲斐様、卓話ありがとうございました。井上ガバナー補佐、
一年間お疲れ様でした。国際ロータリー第２７７０地区、大
杉社会奉仕部門委員長、丹井社会奉仕委員長、ようこそ！
６月誕生プレゼントありがとうございました・・・・・柴田
お客様、ようこそ・・・・・・・・・・・・・・・・・宗像
福光 ・ 高橋・樺沢・矢野・斉藤・羽田・黒臼・小平・三浦
卓話ありがとうございました・・・・松尾・植村・野本・阪
井上ガバナー補佐、ほか大勢のお客様ようこそ・・・・山崎
お客様ようこそお越しくださいました。卓話有難うございま
す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・真田
甲斐 徹郎 様、楽しい老後が過ごせるいい提案だと思いまし
た・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 藤井

「不動産の価値はコミュニティで決まる」

この写真は今年の４月に撮った我が家です。世田谷のど真
ん中なのに豊かな環境を感じる生活を実現させた物です。私
は不動産関係、土地活用に関することを広くコンサルしてい
ます。それは私の本職ということではなくて、そうなって行っ
たということです。始まりは基本的には環境共生ということ
を世の中に広めようということで仕事を始めたものです。
まず、我が家を作りました。それが、この写真です。特徴は樹
齢１５０年の欅の木があります。これは一人でやったのでは
ありません。１２世帯の家族を集めて「世田谷で森を作って暮
らしませんか。
」という掛け声でみんなが集まってコミュニテ
ィをちゃんと生かした形で作りました。
この土地は地主さんが５億という相続税の支払いのために
大きな欅の木を伐り土地の半分を売るということだったので
すが、残った半分は今までの木々を残した形で土地の活用が
できないかと思い、考えたのが１２世帯の家族を集めること
でした。この家は夏に外気温が３６度の時、家の中は２８度で
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