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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１０４８回例会
１０４８回例会 会報 「イニシエーションスピーチ」
イニシエーションスピーチ」

遠藤会員

イニシエーションスピーチお疲れ様でした
建設!不動産業ご発展ください!!

本日のプログラム ４月２７日（水）
２７日（水）
合同例会・卓話「熊谷市長・小林哲也様」

会 長 の 時 間

会長

棚澤 正行

皆さん今晩は、今日は遠藤会員のイニシエーション
スピーチです。
遠藤さん宜しくお願いします。
そして、来週の２７日は熊谷籠原クラブとの合同例
会です。ここ３年ほど新型コロナのせいで、毎年の恒
例行事だったのですが、できませんでした。今回は池
田会長の取り計らいで久しぶりの懇親会付合同例会
となります。メインの卓話は、当クラブで依頼した時、
「多忙につき未だ予算も決まってないので」との理由
で拝聴できなかった「熊谷市長の卓話」です。皆様熊
谷の未来について勉強させていただきましょう。
次年度がいよいよ動き始め植野エレクトは多忙と
思います。そして来月は次年度の各委員の勉強会であ
る地区協があります。出席になった委員長の皆様はク
ラブ協議会にて発表をお願いしますので、宜しくお願
いします。
更に５月１８、１９は親睦旅行となります。山形の
大正ロマン銀山温泉に向かいます。ふるってのご参加
よろしくお願いします。
以上、会長の時間とさせていただきます。

幹

事

報

告

幹事 植野 智恵子
１． 地区より
＊ハイライトよねやま 265
２．熊谷市国際交流協会より
＊熊谷市国際交流協会役員会における決議事項

の書面提出について
＊会報誌の送付及び年度会費の納入について
他
３．熊谷市社会福祉協議会より
＊情報誌「社協だより第 65 号」送付について
４．米山梅吉記念館より
＊館報 他
５．熊谷東ロータリークラブより
＊第 40 回熊谷青少年剣道大会のご案内
６．熊谷南ロータリークラブ 第 1047 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

遠藤宏喜会員

皆様、こんばんは。
新入会員の㈱遠藤建設の遠藤宏喜と申します。今回
イニシエーションスピーチを承りましたので、簡単
ながら個人及び会社の紹介をさせていただきます。
私は生まれも育ちも高校までは、熊谷市の大麻生、
押切橋のすぐそばに住んでおりました。
小学生時代は自宅近辺は公園もお店もなにもない場
所がらで、田んぼと畑の耕作地を見渡しながら通学
路を徒歩で片道 30 分位の道のりを歩くと言う試練に
健康体が作られ、今は感謝の気持ちと反動でしょう
か？現在は市内上之の成田小学校に近い場所に家を
建て暮らしております。子供が小学校まで徒歩 1 分
という立地なので自分の頃と何かと比べてしまうと
ころがあります。
殊の外、街中に遊びに行った記憶はないのですが、
しかし八木橋デパートに行くときは、気持ちが上が
り子供ながらに八木橋のゲームセンターの競馬ゲー
ムに興味を持ち少ない手持ちで賭けて興奮しており
ました、屋上ではたまにコンサートを催してまし
た。歌手の三原じゅん子氏が来て見に行ったのを覚
えております。ステージにテープが投げ入れられ、
拍手喝采で熊谷の日本武道館が沸き上がったかどう
かはさだかではありません。
今は、国会議員としてご活躍中ですが、
、
、人生の転

機はわからないものだなと感傷にふける今日この頃
です。
中学時代に入りますと夏は運動公園プール、冬は野
球にサッカーと時間の許す限り遊んでおりました。
熊谷駅にロッテリアができ、ハンバーガーを買い
に、大麻生から熊谷駅まで、よく自転車で向かった
ものです。おかげさまで、さらに健康体に拍車がか
かりました。
高校時代、部活はサッカー部に所属しました。この
高校は、先輩及び同学年の中から全日本アンダー１
７のメンバー候補に毎年１人は選ばれておりまし
た。候補なのでここから篩いにかけられ当然ながら
私はかすりもしませんでした。
２０代に入り、趣味で始めたウエイトトレーニング
ジムで知り合った、龍前隆社長との縁で龍前住研に
て営業を一から教えて頂き、お手伝いをさせて頂き
ました。その時期に、棚沢会長とお会いしたのが最
初と記憶しております。最初からとてもフレンドリ
ーで、若輩者の私にいろいろ教えてくださり、目を
かけてくださいました。ポルシェに乗せて頂いたこ
ともよい思い出です。
その後、土木会社に転職し、土木業務も経験致しま
した。下請け業者ではありましたが、大宮の七里公
園、東松山市役所前の歩道工事の現場監督として従
事させて頂きました。
建設や土木を経験して、３０歳の時に建築会社とし
て、起業をさせていただきました。
おかげさまで、取引先に恵まれ、ランシステム様
（ジャスダック上場企業でしたが今はスタンダード
に変更）や もしもしモンキー様（今は社名変更さ
れあまりのも長いのでギネスに乗っております）や
横田基地の中にある病院の営繕工事の３本柱を主に
奔走しておりました。
ランシステム様は、自遊空間という店舗ご存じです
か？熊谷ですと、籠原にございますが、インターネ
ット作業やゲーム・まんが読み放題、卓球やダー
ツ・ビリヤードで遊び、食事やシャワー、泊りもで
きるアミューズメントネットカフェスペースです。
その店舗を運営している会社で、とても勢いがあり
ました。私の会社では、店舗の個室ブースの設置
や、店舗改装工事をいってに弊社で引き受けており
ました。ネットカフェの急成長期でした。店舗の特
色上、昼夜逆転の寝る間もないくらい仕事漬けの
日々でした。北は宮城県名取市から南は宮崎県宮崎
市まで、航路、陸路使い移動、食事もコンビニ弁当
ばかりの、そんな生活が 10 年近く続きました。

もしもしモンキー様は、㈱あなたの幸せが私の幸せ
の代表、栗原志功氏が経営されている業務のひと
つ、携帯電話販売店舗で、ショップの改装工事等を
させて頂きました。社名がユニークで世界最長の社
名として世界ギネス記録に挑戦中とのことですが、

領収書の際の宛名書きで長すぎて問題になったりな
ど話題にことかかない方です。

横田基地での仕事では、まず基地のゲートから基地
内の現場まで、ゆうに 1 時間かかりました。ゲート
にて身分確認が長く、免許証・車検証・自賠責保険
等の確認を 1 台 1 台致します。それが約 30 分。基地
内を車で移動（低速にて）が約 30 分。また、基地の
滑走路は、長さが 3350ｍもあるのですが、滑走路を
横断して目的場所へ行く際、飛行機の着陸・離陸の
前後は 30 分以上足止めをくらいます。したがって、
実質の一日の工事は、せいぜい約 4 時間くらいと、
職人さんにとってもなかなか気苦労の多い現場でし
たが、ゲート内はアメリカなので、ワクワク楽しん
で仕事したことも忘れられません。
今年当社は 24 年目ですが、熊谷南ロータリーは２５
周年とお聞きしております。
奉仕は見返りは求めないですが企業は求めます。た
だし根本は変わらないような気がします。人事を尽
くして天命を待ちその先に新たな問題提起が有りそ
れを解決していくと云う事を地道に続けて参りまし
た。
起業したときの自分への戒めの言葉は、
『すべてが自
己責任』
、仕事を頂けない事や、仕事を頂いて、完成
後のお客様の満足度、お客様のリピート率、すべて
は毎日の積み重ねが未来の営業力となります。そう
受け止め邁進してまいりました。
受注の変化の波に導かれ、今現在は不動産売買、建
設業、貸しビル業の安定を軸に運営させていただい
ております。
割合として、建設業から不動産関連の仕事が増えた
ことにシフトしてきている現在、時代の変化と自身
の変化を垣間見る思いが致します。
不動産業特に売買は、顧客を取り巻く背景が一人ひ
とり違い、時には複雑ゆえに単純に物事が進む事が
多くありません。前を向いてただひたすらに仕事を
こなしていく若い時のようでは済まなく、経験をも
とに、自身も年を重ね、相手に寄り添いながら、奉
仕の心で提供していきたいと思っております。と同
時に難しさも感じております。最終的には人対人、
お互いが将来に向けてこれでよかったと思っていた
だけるよう全力でサポートしていく事を一番に、
日々精進していかなければと思っています。
今回熊谷南ロータリーに加入させて頂いたなかで、
棚沢会長との出会いが、このような人生の勉強の機
会に導いてくださったこと、またご縁が広がって、
ここにいらっしゃる皆様とご縁を結ばせて頂いたこ
とに多大なる感謝を申し上げて、私の挨拶にかえさ
せていただきます。
ご清聴まことにありがとうございました。

委 員 会 報 告
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例会日 ４月２０日

会員数
２５



出席
１４

欠席
１１

MU
０

出席率
５６％

ニコニコ BOX

棚澤正行会長・植野智恵子幹事
皆さんこんばんは。今日は新入会員の遠藤宏喜会員
のイニシエーションスピーチです。楽しみにしてお
ります。次回は移動例会で籠原クラブさんにお邪魔
いたします。多くの方々のご参加お待ちしています。
岡本庄一郎会員
こんばんは。今日の例会は遠藤さんのイニシエーシ
ョンスピーチですね。楽しみにしています。
岡部俊之会員
本日の遠藤会員のイニシエーション楽しみに拝聴
させていただきます。
島﨑次弘会員
遠藤さんスピーチよろしくお願いします。数々の武
勇伝、楽しみにしてます。
新井聡之会員
本日もよろしくお願いします。

川岸勝会員
皆様こんばんは。遠藤会員、イニシエーションスピ
ーチよろしくお願いします。
鈴木聡会員
みなさんお疲れ様です。遠藤様、イニシエーション
スピーチ楽しみにしています。
遠藤宏喜会員
本日もお忙しい所、お時間を割いていただきありが
とうございます。本日もよろしくお願いします。
石井一則会員
本日もよろしくお願いします。
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/

遠藤会員のイニシエーションスピーチ
・・・土木建設～不動産業!!! w

今日はいろんなお話お聞きできました。

Continue…

