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皆さん、こんばんは。
11 月に入って秋も深まり、朝・晩はめっきり寒くなっ
てきました。
さて、本日 11 月 9 日は 1989 年にベルリンの壁が崩
壊した日です。
また、
「119 番の日」
、
「いい地球の日」
、
「IT 断食の日」、
「換気の日」でもあります。
「換気の日」は「いい（11）くう（9）き」
（いい空気）
と読む語呂合わせから 1987 年に制定されました。
最近の建物は気密性が高く、十分な換気が行われない
ことが多くなっています。冬が近づき室内にいること
が増える中ではありますが、室内に新鮮な空気が十分
に入っていない場所では、新型コロナウイルスに感染
する確率が上がってしまうそうです。密閉された空間
ではウイルスの飛沫が空気中に漂い感染源になること
もあるようです。
室内に清潔な空気の流れがあることも大切です。
もし、
建物内に感染者がいても外気をたっぷり入れていれば、
感染物質を薄めることができて、他の人が感染するリ
スクを下げることができるそうです。
新型コロナウイルスの室内感染を防ぐためにも、手指
を消毒すること、人との距離を取ること、そして建物
の換気をすることも重要になりそうです。
私達が生きていくためには必要な、呼吸をするための
空気にも意識を向けてみましょう。
今月はロータリー財団月間です。少し簡単にお話しさ
せていただきます。
正式名称は
「国際ロータリーのロータリー財団」です。

1917 年のアトランタ大会で、6 人目の国際ロータリ
ー会長、アーチ・クランフが「世界で良いことをする
ための基金を作ろう」と提案しました。一言でいえば、
「大きな活動をするためにはお金が必要」という事で
す。しかし、始まりは 26.5 ドルという、退任するク
ランフ会長への贈答品の余剰金が入れられただけの基
金だったようです。11 年かって 1928 年ロータリー財
団が設立されます。
ロータリー財団の使命はロータリアンが世界で健康状
態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済するこ
とを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよう
にすることです。
ロータリー財団のプログラムとしては、教育的プログ
ラム、
人道的プログラム、
特別プログラムがあります。
一つひとつの寄付は全世界で行われるプロジェクトの
資金となり、世界中の地域社会を少しずつ変えていく
こと。つまりは世界中で良いことをしようという事だ
と思います。
相変わらずのコロナ禍ではありますが、11 月も盛り上
がっていきましょう。

11 月のお祝い（お誕生日）

武田会員
健康に気を付けて、良い 1 年になりますように！

11 月のお祝い（結婚記念日）

３、女性交流会 クリスマス懇親会の案内
女性ロータリアンの交流を親睦をはかることを目
的として下記内容で開催予定です。
日時 2020 年 12 月 19 日（土曜）
17 時 30 分より 20 時まで
場所 ＴＫＰガーデンシティ千葉
千葉市中央区問屋町 1-45 千葉ポートスクエア内
登録費 10,000（当日会場で支払い）
参加希望者は 11 月 15 日まで

理事会報告

１、報告事項
・10 月合同幹事会議事録について説明。
11 月予定の情報研修会は、第一部 新生活様式下に
よける例会開催方法と課題、第二部としてポストコ
ロナ化におけるロータリー活動の維持強化について
パネルディスカッションを行う予定。なお、パネル
ディスカッションの内容について、11 月合同会長幹
事会で行う予定。
・その他
宍倉ＰＰより、グループ編成及びガバナー補佐選出
について報告。
豊田会員
これからも、夫婦仲良く！

幹事報告

豊田雅光

幹事

２、協議事項及び審議事項
・12 月・Ｒ3.1 プログラム
忘年家族例会は、ご家族や友人を招待し、質素に。
会員卓話 ： 手塚会員
炉辺会議 ： みやこ寿司 18：30～
・経費（例会場、事務局家賃等、会員増強について）
・その他
出席率 100％の表彰状と記念品を廃止する。

会員卓話

１、11 月のレート 1 ドル

寺谷誠臣

会員

１０４円

２、2020-21 年度 2790 地区奉仕セミナーの連絡
職業・社会・国際奉仕統括委員会主催
「奉仕セミナー」を開催予定です。
日時 2020 年 12 月 20 日（日曜）
12 時受付開始
13 時 点鐘
16 時閉会予定
場所 ＴＫＰガーデンシティ千葉
千葉市中央区問屋町 1-45 千葉ポートスクエア内

改めて、自己紹介からさせて頂きます。
名前は寺谷 誠臣です。マサオミはごんべんに成田の
成の字でまこと、おみは大臣の臣で
まさおみと読みます。
昭和 50 年 9 月 14 日生まれの 45 歳。うさぎ年のＡ型
です。
生まれは両親の出身地である北海道の函館です。
当時、

両親は美浜区の高洲に住んでいたので、
母が里帰り出産した形です。
それからは幼稚園、小学校、中学校共に千葉市若葉区
のみつわ台育ちです。幼少期の友達がたまたま
2 代目の社長が多くて大人になった今でも社長同志で
仲良くしています。
高校は千葉経済。 大学も千葉経済です。
家族は結婚 15 年の家内の夕子と小学校 5 年生の男の
子の 3 人です。
趣味は下手の横好きですがゴルフになりました。
15 年程前結婚した当初に義理の父からゴルフをやっ
た方がいい！とオススメされ、
「新しいドライバーを買ってあげるから練習をして一
緒にプレイをしよう」と言われて、
オニューのドライバーを買ってもらいました。今考え
ると、いきなりドライバー１本買ってくれるのも
どうかと思います。普通はショートアイアンからだと
思います。
それで早速、家の近くの穴川のアートゴルフに行き打
ちっぱなしに行きました。まあ当然ながらちゃんと
当たりません。チョロか当たっても強烈なスライスで
す。で、そのうちになんと、まさかのボールじゃなく
てヘッドが飛んでいきました。シャフトとヘッドの繋
ぎ目で打ってたんですね。
ピューっと飛んできました。
その日以来「私には向いていない」と思い、ゴルフは
封印しておりましたところ、社長という立場になり
お付合いが多くなるし、老後も楽しめると思い再開し
ました。ただし未だに１００が切れません。年内には
なんとか１００切りを達成したいと思ってます。
ゴルフの話はこれくらいにしまして、
さて、大学を出てからなんですが、日本橋にある金融
会社に 3 年程勤めて、家内と出会い、
父の会社である五稜建設に入社し、現在は代表取締役
をしております。
社員は工事部４名、不動産事務２名とパートさん１名
と専務である家内の合計９名です。
ここでまず、私が代表になった経緯を説明したいと思
います。
私の会社は父が昭和 52 年に若葉区のみつわ台で創業
し先月で 46 期目を迎えました。当初はみつわ台も開
拓されていませんでしたので、戸建て新築住宅を主に
しておりました。今になってはその建売で買ったお客
様や新築で建てたお客様も今でもありがたくリフォー
ム等でつながっています。
私は平成 14 年に弊社に入社し、リフォーム工事や工
場の営繕、学校の改修などをいち現場監督して
日々過ごしておりましたが、ただの平社員でしたので
経営には全くタッチしてなかったのです。
金庫の暗証番号すら知りませんし、どこの銀行でどこ
の会計士にお願いして・・・
ということも全く知りませんでした。
先代もまだ当時は現役バリバリでしたし、まだまだ私
に会社の事を教えるつもりもなかったと思います。
ずっと社長業をしていると引退のタイミングがわから
ない、まだ現役でやりたい気持ち、
まだ会社でやり残したこと、叶わなかったこと、沢山
あると思います。
2 代目に引き渡すのさえ、寂しい気持ちや、本当に息
子が社長業をできるのだろうか。と心配する気持ちも
あるのは十分わかります。皆様もある程度の年齢にな
ったら、いつ死ぬかわからないこと。
人間ずっと元気でいる事はできない事を考えて少しず
つ事業を継承しはいかがでしょうか。と、身に染みて
思った次第です。

私もその歳になったら時期社長の為にも早めに行動し
ようと思いようになりました。
で、その父ですが、平成 28 年 3 月 7 日に 65 歳の若
さで急死しました。
その一週間後 3 月 14 日が 66 歳になる誕生日でした。
血圧が高い家系ではあったみたいです、私も気を付け
ないといけないと思っています。
常用している薬があるわけではなく毎年の健康診断も
いたって良好そのものでしたし大した持病もありませ
んでした。
死因は解剖していないので正確な事はわかりませんが、
胸を押さえて倒れていたので心臓が原因だと思います。
死亡推定時刻は夜 6 時 30 分から 7 時の間だそうです。
会社で 1 人で亡くなってました。
弊社の間取りは、入口から入って、カウンターがあり、
その後ろに事務 2 名の机、その後ろに社長席という配
置になってます。
父はちょうど帰宅しようと机を片付け、最後の一服を
し立ち上がった所で倒れたようです。
この時、従業員は全員帰宅し父は会社で 1 人でした。
そこで、母は父がいつまでも帰ってこない、何度携帯
をかけてもコールのみ！心配して夜遅くに会社に見に
来て発見したという形です。
夜の 11 時半位です。私はベッドに入り寝ようとして
いた時、母は 1 番に私に電話してきたんです。あの時
の母の悲鳴に近い声は忘れる事は出来ません。急いで
会社に駆け付けました。父の身体は冷たくなっていま
した。実は、私は父が倒れた直後の 6 時 45 分位に会
社に戻っていたのです。
現場から戻って書類を取ってまさかそのような事が起
きてることとは知らずいつもの通りそのまま帰宅。
その時気づかなかったんです。父は社長席のすぐ後ろ
で倒れていて、会社の出入り口から死角のところで倒
れていました。ただ、あの時、ものすごく嫌な空気感
があった事は今でもよく覚えてます。
私が気づいてあげれなかった事は悔やんでも悔やみき
れず、これは一生背負っていかないといけないと
思ってます。本人も非常に悔しいと思います。残され
た家族も悔いが残ってます。
私は親孝行なんて何もしてあげれなくて。唯一孫の顔
を見せれた程度です。
父が急死した事により私の死生観は大きく変わりまし
た。本当に人間いつ死ぬかわからない。今この瞬間で
さえも大きな地震がきて即死する可能性だってありま
すよね。だから日々悔いのないように生きようと思う
ようになりました。それから仕事も遊びも悔いのない
ように生きていこうと思ってます。
父が亡くなってからですが、弊社は建設業と不動産管
理業を生業としておりますので、各種許可関係の変更
手続き、それから公共工事もやっておりますので、各
所の役所への届け出の変更手続き。それはもう大変で
した。しかも当時、私が担当してる千葉市の学校の工
事が竣工間際の最後の追い込みだったんですね。
今思えば、行政書士さんに頼めば良かったのですがそ
んな事も当時は知りませんでした。
会社を守らなければいけない。社員をどうしていこう
かと色んな事が頭の中をよぎり
不安ばかりの日々でした。
葬儀の日は、息子の幼稚園卒園式でした。午前中卒園
式、午後は葬儀でした。本当であれば最後の
楽しい時間を過ごすはずでしたが、卒園式終了してす
ぐに葬儀に向かいました。
そんなこんなで私が引き継いでから 4 年半。お客様・
社員たちにも恵まれて今の五稜建設があります。

感謝でしかありません。
弊社の仕事の話にもどります。先ほど言いましたが総
合建設業と不動産管理業となります。
メインは建築工事となります。
一般的には「建築屋」と呼ばれる部類なのですが、現
場監督のみの会社です。
自社で職人さんを抱えているわけではありません。
例えば、アパート１棟を新築する時は、色んな協力会
社が必要です。大工さんだけでは建物は建ちません。
基礎屋さん・屋根屋さん・サイディング屋さん・防水
屋さんや成美会長の会社の塗装屋さん・水道屋さんや
電気屋さんも必要です。他にも建物の種類によって
様々な工種の協力会社さんがいます。では弊社は何を
するかと言いますと、
発注者（お客様）の要望を叶えるべく、様々な協力業
者の交通整理をします。
工程通りに工事を進めないといけません。次、この工
事があるからここを終わらせておかなければならない、
来週からあの業者がここを工事するから、今週中にこ
の部分を終わらせておかないといけない。というよう
に現場を管理運営する仕事です。
この管理って漢字はたけかんむりの管理となり、江上
さんの所の設計屋さんは監督の監の字の監理となりま
す。
（さらかんと言ったりしますが）
読みは同じかんりですが、役割も立場も違います。
たけかんむりの管理は
「工事現場を動かす責任者」
で、
もう１つの監理は「発注者の代理人」となり、
監督業務を行う事を言います。
で、弊社の建築工事の内容ですが、大きく分けて民間
工事と公共工事の施工を行っています。
民間工事は、簡単に言いますとマンションやビルの新
築以外でしたら、どんな建物でも
新築・改修のお仕事をさせて頂きます。それこそガラ
ス１枚割れちゃったのでお願いします。とか
水道の蛇口のパッキン１個の交換からご依頼も承りま
す。民間工事でも色んな建物があるのですが、戸建て・
マンション・アパート・店舗・工場・幼稚園や保育園
などですが、多いのは戸建て住宅、団地のリフォーム
です。
トイレやキッチンの交換、壁紙の張替えです。今年は
お陰様で去年の台風被害で屋根の改修が多かったです。
皆様のご自宅やオフィス、
会社で持っているアパート、
又、お知り合い、お友達の方などを紹介して頂けると
非常に助かります。
ネジ一本の不具合でも駆け付けますのでぜひ五稜建設
にご依頼ください。
それから公共工事の方ですが、千葉市の公共工事を請
け負ってます。具体的には近年多いのは、
千葉市の小学校・中学校の改修工事です。教室やトイ
レを綺麗にする改修工事だったり、
外壁を綺麗にする工事となります。
現在も轟町にある千葉市立第二養護学校の外壁改修工
事を行っております。
私も来週から美浜区の真砂で鉄骨造２階建ての建物を

創 立：1991 年１月 日
認 証：1991 年３月６日
例会場：ホテルニューオータニ幕張
点 鐘：毎月曜日 18：30

保育園に改修する工事を担当します。
「社長が現場出てるの？」って思われる方もいらっし
ゃると思いますが、小さい会社ですから私も
現場に出て稼がないと食べてはいけません。
５年以内には社員を立派に育てて私は営業に専念出来
るようにしたいと思ってます。
以上で私の卓話とさせて頂きます。ご清聴有難うござ
いました。

ニコニコＢＯＸ報告
鳴海会長
寺谷会員卓話ありがとうございます。
先日のゴルフ、参加できてよかったです。
武田会員
お誕生日お祝い、ありがとうございます。

合計 13,000 円
累計 234,000 円
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