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熊谷南ＲＣテーマ
魅力ある熊谷南ロータリークラブへ
第１０４７回例会
１０４７回例会 会報 「親睦例会・イニシエーションスピーチ」
親睦例会・イニシエーションスピーチ」

鈴⽊会員
イニシエーションスピーチお疲れ様でした
送電線!!スケール⼤きいです!

本日のプログラム ４月２０日（水）
２０日（水）
イニシエーションスピーチ

会 長 の 時 間
先月の 30 日に万平公園で花見を行い、植野幹事と
新井親睦委員長に準備をして頂き、楽しく飲んでまい
りました。参加の皆様お疲れ様でした。

会長

棚澤 正行

理事会では、親睦旅行、25 周年、四半期決算、次年
度等の協議をしました。報告は各委員長からあると思
います。
今月の予定ですが、27 日に熊谷籠原クラブの例会、
「小林市長の卓話」に混ぜて頂ける事なりました。や
はり市長の地盤の基本の籠原は大事にされているの
かな？と感じました。移動例会でお酒も出ます、これ
からの熊谷の勉強をさせて頂きましょう。

以上で会長の時間とさせていただきます。
皆さん今晩は、今日は久しぶりのお酒を出す親睦例
会です。楽しんでいってください。
先ずは 3 月 26 日、27 日に有りました地区大会の報
告をさせて頂きます。一日目は岡部ガバナー補佐、渡
邊米山統括、植野幹事と共に。2 日目はガーデンで待
ち合わせて、更に岡本副会長、島﨑会員、鈴木会員と
共に出席して参りました。
一日目、当クラブは 50 人未満なので、私会長のみ
が選挙権があり各アジェンダの説明の後、決議で賛成
しました。内容については、パンフレットの３１ペー
ジをご覧になって下さい。そして RI 会長代理をもて
なす晩餐会、蔓延防止解除後から仕切りなしという丸
テーブルでした。料理に関してのコメントは控えさせ
ていただきます。ここガーデンの方が頭が固いと感じ
ました。
二日目は、県知事、市長他ご挨拶を頂き、そのあと
各種表彰がありました。
そこで、わが南クラブは合同で行った社会奉仕事業と
しての「ムサシトミヨの保護活動」が評価されガバナ
ー賞を頂きました。また、公共イメージ委員会のフォ
トコンテストで、銀座ロータリーが寄付した時計台前
で撮った写真がガバナー賞を頂いており、今回南口に
建てる時計台を、少しくらい高くてもこっちの方がい
いという話になりました。後日、地区より写真を頂き
調べたところ、銀座松屋前にあるものでセイコー製で
した。いろいろ問い合わせてセイコータイムクリエー
ション（株）がオーダーでを受け６基作ったそうでし
た。一基が 1800 万円するそうで 1 億円越えの寄贈行
為だったそうです。後ろのゼロが 2 つ違い検討の余地
はありませんでした。
村田ガバナーエレクトの御挨拶聞きたくて、最後ま
で参加しておりましたが内容はあっさりしたもので
した。
また、ガバナーエレクト肝いりで次年度の地区大会
は早く、9 月 22 日に東京クラブの例会場でもある帝
国ホテルで開催するそうです。

幹

事

報

告

幹事 植野 智恵子

１． 地区より
＊ロータリーのウクライナ支援について
＊2022-23 年度地区大会開催場所について
＊４月のＲＩレート １２２円
＊「子どもの貧困問題」への奉仕・行動のお願
い
＊日台ロータリー親善会議オンライン登録のお
願い他
＊地区研修・協議会のご案内
２．熊谷南ロータリークラブ
第 1045 回会報 第 1046 回会報
以上が届いております。

イニシエーションスピーチ

鈴木聡会員

株式会社 電工の鈴木 聡です。
月並みですが、自己紹介と会社紹介をさせていただ
きます。
私は、静岡県静岡市で生まれ育ち、小中学校は駿府
城のお堀の中に立地する城内小、城内中学校という
ところに通っていました。当時はあまり実感が有り
ませんでしたが、今にして思えばかなり贅沢な環境
だったんだなーと思います。
高校は、静岡学園というサッカーで有名な高校で
す。ちょうど、私が入学する直前に全国優勝してい
たので、記憶にある方もいらっしゃるかと思いま
す。ちなみに、小中高とキングカズの後輩になりま
す。
大学から埼玉に来て、東京電機大学の鳩山キャンパ
スで数学を専攻していました。この頃に、大学の近
くの石坂ゴルフクラブでキャディのバイトをしてい
て、同じゴルフ場で研修生をしていた今の妻と付き
合い始めます。
卒業後は、静岡の富士市で建設システムという土木
施工管理のパッケージソフトを販売する会社で SE を
やっていました。そのおかげで、現在もパソコンに
は多少詳しいです。
そして、妻と結婚する条件が電工に入ることだった
ので、結婚を機に埼玉に来て現在に至ります。
ここからは株式会社 電工の会社紹介をさせていただ
きます。
当社は、社名の通り電気工事業を行っていますが、
電灯やエアコン等を付ける内線工事ではなく、送電
線路の建設を行っています。
そもそも、送電線路というワードが耳慣れないとは
思いますが、発電所で作った電気を各家庭に送るた
めにとても重要な役割を果たしています。発電所で
作った電気は、電力損失を押さえる為に最高 50 万ボ
ルトの超高圧に昇圧して地域の超高圧変電所まで運
ばれ、そこから網の目の様に 15 万～6 万ボルトの電
圧で各地の変電所を経由しながら配電用変電所に入
り、そこから 6600 ボルトの配電線で町中に張り巡ら

され、200 ボルトや 100 ボルトで各家庭に引き込ま
れます。
この、発電所から配電用変電所までを送電線路と言
い、その電気を送る線が送電線、送電線を支えてい
るのが送電鉄塔になります。
ちなみに、紅白の鉄塔は航空標識塗装と言い、60m
を超える鉄塔はヘリコプターなどから視認しやすい
ように紅白に塗装されます。夜間は、航空障害灯が
点灯または点滅しています。
この送電線路を、当社と、グループ会社の新栄工
業、新興電設で新設や建替、保守業務をしていま
す。新栄工業は鉄塔の基礎部分や仮設工事等を行う
土木工事の会社で、新興電設は鉄塔の組み立てや電
線の張替等を行う架線工事の会社で、当社は、現場
監督として施工管理を行う会社です。
施工管理の主な仕事は、工程を考えたり重機配置を
決めたりといった施工計画の作成、安全と品質を守
りつつ作業員さんたちに指示を出す現場の管理、成
果品を写真に撮ったり検査をしたりして報告書を発
注者さんに提出する仕事、周辺の住民の方たちとの
折衝業務などが有ります。
他の建設業の例に漏れず、当社や送電業界でも慢性
的に人手不足ですが、当社は人員確保に力を入れて
きて、20 代前半の若い社員が多数在籍しています。
ちなみに、日本一高い鉄塔は、皆さんご存じのスカ
イツリーで 634m ですが。日本一高い送電鉄塔は、
中国電力の大三島支線№11 号で 226m（愛媛県今治
市）です。一度昇ってみたいですね。
まだまだ若輩者で、皆さんにご迷惑をかけることも
多々あるかと思いますが、ひとつずつ学ばせていた
だき、一日も早く熊谷南ロータリーと熊谷市に貢献
できるように精進いたしますので、御指導御鞭撻の
程、お願い申し上げます。

委 員 会 報 告
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例会日 ４月６日

会員数
２５



出席
１５

欠席
１０

MU
０

出席率
６０％
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棚澤正行会長・植野智恵子幹事
皆さんこんばんは。なかなかコロナ感染者も減りま
せんが、感染対策をとりながら、進めてまいりたい

と思います。 本日は鈴木会員のイニシエーション
スピーチです。楽しみにております。どうぞよろし
くお願いいたします。
岡本庄一郎会員
棚澤・植野年度も残り少なくなってきました。２５
周年記念行事も楽しみですね。しっかりやっていき
ましょう。
岡部俊之会員
鈴木様、本日のイニシエーションスピーチ、楽しみ
に拝聴いたします。

井上哲孝会員
皆様こんばんは。ウクライナ、大変なことになって
います。火災保険を始め、すべての保険は「戦争」
は免責となっております。ウクライナの状況をみる
と“そうだよなあ”と思ってしまいます。復興復旧、
大変そうですね！！ 井上でした。
矢部喜明会員
鈴木聡さんのイニシエーションスピーチ楽しみに
してます。
清水保人会員
荒川桜堤が満開ですね。鈴木さんイニシエーション
スピーチよろしくお願いします。
新井聡之会員
本日もよろしくお願いします。
川岸勝会員
こんばんは。久しぶりに出席で楽しみです。鈴木様、
イニシエーションスピーチよろしくお願いいたし
ます。
鈴木聡会員
皆様お疲れ様です。本日、イニシエーションスピー
チをさせて頂きます。よろしくお願いします。

遠藤宏喜会員
初めまして。本日ロータリーに入会させていただき
ました。宜しくお願いします。
石井一則会員
鈴木さん、イニシエーションスピーチよろしくお願
いします。

【パートナー誕生】
井上哲孝会員
今年も妻の誕生日に花が届くそうです！！ありが
とうございます。井上
植野智恵子幹事
主人の誕生日にすてきなお花をいただきました。あ
りがとうございました。
遠藤宏喜会員
昨日、妻 里美の誕生日に突然、花が送られてき
て、驚き、送り主を見ましたら、南ロータリーと
書いてあり、とても 2 人で 2 度も喜んで、楽しい
誕生会を迎えられました。ありがとうございます。
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会

川岸勝・植竹知子

TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

http://kumagayahttp://kumagaya-southsouth-rc.com/

親睦例会

!!!

鈴木会員のイニシエーションスピーチ
・・・動画見たいなーw

Information

桜の植樹 sakura
表彰いただきました

熊谷東 R.C.

記事!!

ガバナー‣ガバナー補佐公式訪問

非売品

昭和六年から続く素
晴らしい本です。
毎年楽しみに読んでい
ます。

