
 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんばんは！ 
4 連休も明け、まだまだ先の見えない新型コロナウイ
ルス感染症禍におかれていますが、今こそ新しい扉を
開くチャンスと捉え、次のオンライン形式の例会には
会員全員参加を目指して準備をしていただきたいと思
います。 
 
職業奉仕の基本理念は「自己の職業や活動を通じて社
会に貢献すること」です。会員の職業を理解して団結
して盛り立てていきましょう。 
 
水泳の池江璃花子さんも「逆境から這い上がっていく
ときにはどうしても希望の光が必要だ」とメッセージ
を発信しました。このような時こそクラブ会員全員が
一丸となってこの難局を乗り越えクラブ目標を達成す
るように盛り上げていきましょう。 
 
そして「にんげんだもの」で有名な書家の相田みつを
さんの言葉に「うばい合えば足らぬ、わけ合えばあま
る」という言葉があります。ようやくマスク不足も解
消してきましたが、次はコロナウイルスの治療薬やワ
クチンが出来ると思います。うばい合うことのない世
界であるように私たちロータリアンはロータリアンと
して手を取り合って行動していきましょう。 
   
 
 

 

 
「あいだ（相田）を開け 

 
     密を（みつを）避ける」 
 
来週は納涼家族例会です。 
庭での BBQ とハワイアンダンスで楽しいひと時を過
ごしましょう。 
 

 

 
１、情報研修会の例会扱いの件 
７月１７日の合同幹事会にて、千葉西の藤崎さんより
情報研修会を例会扱いとしたい提案がされました。合
同幹事会の議事録が未到達のため千葉ロータリー事務
局に問い合わせしたところ、例会扱いにする必要がな
いという回答でした。なお、各クラブで検討してよい
ということを事務局より聞いています。今後の理事会
で審議してまいります。 
２、リニューアルしたMy ROTARYの案内 
 
マイロータリ―に登録されてない会員のかたは登てい
ただきますようお願いいたします。８月のガバナー 
公式訪問の際の調査項目でもあります。 
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My ROTARYの 5 つの特徴をご紹介します

1. アカウント登録が効率よく、しかも簡単に：
改良された登録プロセスにより、既存の記録
との照合ができ、同じ人のアカウント重複が
なくなります。

2. クラブのページにスムーズにアクセス：会員
がログインすると、ホームページのメニュー
から所属クラブの情報（財務、目標、レポー
トなど）ページに移動できます。クラブ役員
は、例会情報の更新、クラブ役員の追加、ク
ラブ会員リストの変更などを、ホームページ
から簡単に行うことができます。

3. 例会の詳しい情報を追加：クラブ例会の時間、
場所、形式だけでなく、クラブでのさまざま
な交流方法を追加できます。このような詳細
入力により、例会検索の機能がさらに充実し
ます。

4. 会員とクラブを素早く検索：ロータリー国際
大会で出会ったロータリアンをお探しの方や、
海外旅行中に現地のクラブ例会を訪問したい
とお考えの方は、My ROTARY を使って会員や
クラブの検索ができます。会員のプロフィー
ルには、会員の氏名、クラブ、役割、連絡先
が含まれています（各自の設定により表示内
容が異なります）。クラブのプロフィール
（地図上に表示）には、例会日時と場所、例
会の使用言語が含まれています。

5. 個人情報を保護：会員プロフィールを作成す
る際、自分のどの情報を誰が見られるように
するかを、自由に設定できます。

My ROTARY のアカウントをお持ちでない方は
今すぐアカウント登録をしましょう。

☟
ロータリー：新型コロナウイルスによる影響について

ロータリーは、会員にとって安全かつ適切な決定を
行うために、世界保健機関（WHO）と米国疾病対
策センター（CDC）による最新情報と勧告を注意
深くモニタリングしています。ロータリーの運営、
イベント、会員に対する新型コロナウイルス
（COVID-19）の影響について、
最新情報をこちら からお読みください。

マイロータリを開いていただくと関連記事として以下
の内容が掲載されていますので参照願います。

３、一般社団法人「ロータリーの友」
事務所よりアンケート協力のお願い

『ロータリーの友』では、新型コロナウイルス感染症
が国内ロータリークラブの活動に与えた影響を調査し、
その集計結果を『友』でご紹介するようです。
当クラブではコロナに対応するためWeb例会を早々
準備し、2020-21年度の活動計画にWeb例会を取り

入れたクラブ活動計画を作成し実行しています。アン
ケートに回答し、そうした活動をアピールしてまいり
たいと思います。
なお、アンケートは私（幹事）が行います。内容につ
いては下記参照願います。

記
ご回答アンケートフォーム

http://rotary-no-tomo.jp/research.php
・こちらのリンクからご回答ください。
google アンケートフォームが開
きます。回答は『友』編集部に自
動送信されます。

・タブレット端末などをご使用の方
は、こちらの二次元コードからも
アクセスできます。⇒

ご回答者：貴クラブ会員
（１クラブお１人でお願いします）

締切：8 月 31 日（月）必着
集計結果掲載：2020 年 11 月号予定

※ご回答の内容は今回のアンケート結果掲載のために
使わせていただきます。また、個人情報は今後の取
材問い合わせにのみ使用し、ロータリーの友事務所
以外には開示いたしません。忌憚のないご意見をお
寄せください（ご所属クラブからの問い合わせには、
ご回答者名をお答えいたします）。

※手書きの記入用紙をご希望の場合はメールでお送り
します。下記までご一報ください。

連絡先 〒105-0011 東京都港区芝公園 2－6－15
黒龍芝公園ビル 4階

一般社団法人ロータリーの友事務所
TEL：03（3436）6651 FAX：03（3436）
5956
メール：research@rotary-no-tomo.jp

（編集部・山
名）

本日のお客様

豊田幹事のお客様 菊地 敦雄 様
ご入会お待ち申し上げます！ｗ

http://msgfocus.rotary.org/c/1bl7v1Czcdut6S09ZTXku7Hg9S9
https://www.rotary.org/ja/covid-and-our-members
http://rotary-no-tomo.jp/research.php
mailto:research@rotary-no-tomo.jp


本日のお食事

他、おいしくて取り忘れてしまいました！

本日の会員卓話

千葉東ロータリー卓話 江上会員

千葉東ロータリーに入会して 5年目となります。
入会して会員の皆さまがどのような仕事をされて
いるのか、どのような方々なのか
あまり知らないままにきてしまっています。会員
卓話の機会をいただきましたので
まずは、私がどのように育ちどのような仕事をし
ているのかを知っていただき、私のやっている仕
事を理解していただいたことにより、皆さまのお
役に立つきっかけになればいいなと願っています。

まずは、私の自己紹介
私の父親が公務員で、引っ越しが多くて、長くて 3
年、短い時は、３か月間、幼稚園を２つ、小学校
が4中学校が2校と引っ越しにより住む家が変わっ
ていました。
広い家から狭い家まで、いろいろな住宅環境の中
で自分のスペースをどのように使うのが良いか、
少しでも使いやすい空間を考えながら育ったよう
です。家が変わる機会が多かったことで建物の空
間に興味を持つようになったのだと思います。

この卓話の機会をいただき、卓話の内容として自
分の生い立ちを振り返ったことで、どうして私が
建築に興味を持ったのか自分でも理解できました。
私は高校では理系の選択をして、受験は建築学科
しか考えませんでした。建築学部の場合は、大学
卒業の就職先は設計事務所か建設会社との選択と
なります。
就職がオイルショックの後、就職難で設計事務所
の就職はほとんどなく

私は、設計事務所が希望でしたが、建設会社に入
社しました。
建設会社に入っての配属先は建築現場で、建設現
場に配属されてから、現場が面白くて
毎日毎日、計画通りに形ができ上がっていく、毎
日の進み具合が見えて、何もないところに形が出
来ていくことの面白さで、現場仕事に明け暮れて
いました。1年1現場のペースで建築現場の仕事を
していて、23歳で就職して、35歳で現場の責任者
になり。責任者になると余計に現場が面白くなり、
現場で建物を造ることに専念していました。
4３歳になった時に支店長から呼ばれて、今まで営
業の「え」の字も考えていなかった私に、営業へ。
その後、本社配属での出向を命じられ今までの流
れとは変わり、建築の世界から遠ざかってしまい、
建築営業、建築部へも戻れなくなってしまい、千
葉をふらついている時に、親しくしていた設計事
務所の所長にばったりあって、うちに来ないかと
甘い誘いにのって、長年勤めた建設会社を退社し
て設計事務所にはいりました。設計事務所として
の営業で大学の友人のところへ行ったところ、ま
とまった計画が有り、お前にだったら任すと、こ
れはチャンスと設計事務所として独立することが
実現することができました。建物を証券化する物
件で、建物の設計から施工、竣工へと事業はとん
とん拍子で順調に進んでいったのですが、独立3年
目にして、企画、設計、施工、完成後の運営まで
行ったのですが、肝心の収益が予定通りに上げら
れずあえなく事業終息、
建物を作りあげるところまでは計画通りでしたが、
やったことがない事業運営でうまくいかず、あえ
なく撤退。
サラリーマンに戻ることも考えましたが、折角設
計事務所を立ち上げ独立したのだからと思いとど
まり、建設会社時代にお世話になったお客様を廻
りそのお客様の建物管理を始めることが出来まし
た。



ビル管理会社が行う建物管理とは違う、設計事務
所が建物を管理するとこうなりますと、保守点検
業者を全てお客様と直接契約の形態に変え、弊社
は建物と保守点検業者の管理をすることで再スタ
ートを切りました。お客様に建物管理報告など定
例的な打合せをしているうちに改修工事をしたい、
新たな施設を造りたい等、設計事務所業務の話が
出てくるようになり、いろいろと計画案を作って
いく内に具体的となる物件も出てきてきました。
新築の医療介護施設の設計・監理業務と規模は大
小ですが、設計事務所としての業務ができるよう
になってきました。
弊社の業務対象は、医療法人、社会福祉法人など
で、契約関係の法人、懇意にさせていただいてい
る法人、ご紹介を受けたごく一部の法人の建物管
理、設計・監理業務、工事請負等の建物に関する
業務を行っています。

弊社の強みは、設計事務所ですから建物の設計図
一式を CAD、PDF データを活用して建物を管理い
たします。設計図をみて建物全体を把握して対処
しますので、ただ目の前の故障不具合を直すだけ
ではなく、築年数や工事履歴などを確認して中長
期的に修繕修理対応をとるようにしています。
昨年暮にホームページを一新しました。また、弊
社の業務を行う上で、オリジナルシステムを5年ほ
ど前に作り業務改善を図ってきましたが、なかな
か思うようなシステムにならずに時間とお金ばか
りかかってしまっていました。そんな折りにホー
ムページと絡めてパンフレットを作成して、シス
テムもオリジナルに固執するのをやめてMicrosoft
の Teams を使うことで切替えることにしました。

ファックスからメールになり、今現在は、メール
から Teams のようにいろいろなグループ単位でチ
ャトやデータ共有などなどが出来るアプリへと移
行しています。弊社は、協力事務所、協力会社と
プロジェクト毎にチームを組んで業務にあたって
います。今までは、メールやDropbox 等でデータ
のやり取りをしながら設計図業務をしてきました
が、設計変更などのデータ更新が徹底出来ていな
いことがありした。
どうしてもそれぞれにデータが最新になっている
かの確認が徹底できていないことがありました。
その問題を解決できるのが、Teams です。共有デ
ータはクラウドサーバーに保管してありますので、
プロジェクトチームメンバーは、いつでも最新版
のデータが共有できていますので安心して設計を
進めることができます。私もシステムのことは分
からないことだらけですので、元Microsoft 社に勤
めていて独立した方にコンサルをしていただいて
います。
このコロナの影響でテレワークが普及し始めたこ
とは良いことだと思っています。
弊社は、業務効率、業務の質を上げる為に、
Microsoft の Teams をうまく使って行きたいと考
えています。建物のことでお困りのことがあれば
ご相談していただければお役に立てると思ってお
ります。長々とご清聴いただきありがとうござい
ました。

ニコニコＢＯＸ報告

鳴海会長
オンライン形式の例会
会員全員参加を目指しています。

豊田会員
菊地敦雄様、本日は大変ありがとうございました。
入会の件、よろしくお願いします。

合計 11,000 円

累計 79,000 円

http://www.chiba-higashi.jp/
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