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2017 年 1 月 19 日 ─
報

菊池会長の時間
みなさん、こんばんは
まずは、前段で 55 周年の会議があり開
会時間が前後しましたことをお詫び申し上
げます。
先週の新年会例会では、奥様 18 名含み
70 名のご参加がありました。ご参加いた
だいた会員の皆様、担当していただいた匂坂委員長と親睦委員
会の皆さん、ありがとうございました。
さて、今日は第三週ですが、職業奉仕フォーラムを開催させ
ていただきます。岡本職業奉仕委員長どうぞよろしくお願いし

本日の進行（12:30）
松尾 明美氏
（Ａ Ｄａｙ経営）
「ワインと経営」
―次回のお知らせ―
2 月 2 日（12:30）
高山 みな子氏
（勝 海舟 玄孫）
「幕末のキーマン勝海舟」

松田幹事

告

到着物：
「ハイライトよねやま」メールにて受領

・横須賀北ＲＣ週報
お知らせ：2017-18 年度のテーマ決定
「ロータリー：変化をもたらす-making a difference」
開催案内：・2/19(月)13:00～14:00 米山奨学終了生終了
式/歓送会

於：藤沢商工会館 5 階

・2/4(土)11:00～日米協会「新春もちつき大会」
於：池子ヒルズ内
匂坂親睦委員長

・新年会には多くの皆様にご参加頂き有難う

ございました。
藤吉 55 周年実行委員

式典前夜 4/21 は港からのクルージン

グ、関内でのライブハウス、3 次会も予定しております。

ます。また、早い時間から、職場訪問をさせていただきました
山口会員には、職場訪問、講演と大変お世話になります。今回、

2017-18 年度のテーマ

訪問させていただいた北斗工業さんは、コンクリート圧送の大

「ロータリー：

手企業という認識持っておりましたが、現場に伺い、たくさん

変化をもたらす

の圧送車を保有され、全国津々浦々のトンネルやダムの公共工

making a difference 」

事で、社員や車輌がご活躍されている様子がよく分かりました。
フォーラムのご講演が楽しみです。
さて、報告を何点か致します。4/22 の 55 周年記念例会式
典に関しては、21 日前夜祭として、クルーザーを貸し切って
の船上ウェルカムパーティーから始まり、ライブハウスでの二
次会を開催し、京都紫野 RC の皆さんを歓迎、おもてなしをし
ていきたいと考えております。会員の皆様も奮ってのご参加を
お願いいたします。今週の日曜 22 日には、新世代奉仕として
支援しているずし中高生ディベート大会(於:逗子市役所)に招待
されています。2/4 には、恒例の日米協会の餅つき大会(於:池

挨拶する菊池会長

メダルの授与

第 21 回ずし中高生
ディベート大会が
1/22 開催され、逗
子ＲＣが協賛。中学
生の部は逗子中 B
高校の部は慶応義塾
高Ｂが優勝。菊池会
長より金メダルを授
与。

子ヒルズ)にご招待をいただいています。もし興味がある方がい
らっしゃいましたら、ご一緒に参加していただけたら大変あり
がたいです。どうぞ、宜しくお願い致します。

【出席報告】 会員数 5３名（出席免除 5 名）
出席者 26 名 出席率 53.06%

職場訪問 ㈱北斗工業
フォーラムの前に、山口
会員の㈱北斗工業に職
場訪問をさせて頂き、会
社を挙げてのご協力を
頂きました。
「職業奉仕」はなかなか

岡本久 職業奉仕
理解が難しいので、私な
委員長

りに説明文を書き出してみました。
職業奉仕活動：多面的である。顧客関
係・雇主と従業員の関係・労働団体との
対応・職業情報の提供・心身障害者の就
職指導・青少年や高齢者への職業案内等
が職業奉仕
個人レベル：四つのテストの実践・顧客
従業員に親切の規準定義し信頼関係構築
地区・クラブレベル：事例研究等を通じ
て友好的競争相手は業界を発展させる
仲間との考え方の下に、発展的協力・従
業員研修・引退後の奉仕の機会・識字率
の向上・職場の薬物乱用防止と治療・職
業相談・職業活動表彰
国際レベル：職業に関する財団 プログラ
ムに協力し国際間の友情・平和発展に寄与

「2017.1 ロータリーの友 100 周
年ビジョン策定特別委員長寄稿文」が分
かりやすいので、参考にして下さい。

職場訪問

㈱北斗工業

職業奉仕フォーラム
会社案内

事業内容

コンクリート圧送業
コンクリートポンプリース業
コンクリートポンプの修理
沿革 昭和 37 年 10 月会社設立 （久木）
代表取締役 山口 哲 25 歳
資本金 80 万円 鉄鋼業
昭和 42 年 コンクリート圧送部門開設
平成 6 年
資本金 1.000 万円に増資
平成 23 年 本社を横須賀市芦名に移転
他に十日町支店・山形営業所・高知営業所
従業員数 正社員 59 名 パート 5 名
協力会社 12 名 合計 76 名
保有 コンクリートポンプ車（大型 35 台）
定置式ポンプ 合計 185 台
主な実績 東京スカイツリーエレベーターピット 375m 施工
東急・相鉄線直通 西谷トンネル トン
ネル築造工事 建設中
磯子プリンス跡地マンション建設現場

日本新記録 1800m 高低差 80m
長野県高沢発電所ダム堰提復旧工事
中継ポンプは一切使用せず。1996 年
今後の大型プロジェクト
・2020 年東京オリンピック関連施設
・外環自動車道大泉～東名東京インター
20 ㎞道路トンネル 総事業費 1.5 兆円
・北海道新幹線 新青森～札幌間
約 300km 総事業費 1.5 兆円
・リニア新幹線 東京から大阪間
約 500km 総事業費 7 兆円

新社屋にて

山口

日本新記録
1800m

哲 社長

映像：山口次郎専務
（津波による福島
第一原発事故で巨
大ブーム「大キリ
ン」放水作業に 8 日
間参加の経験有）

55 周年を迎える北斗工業に沢山の質
問が殺到、有意義なフォーラムでした

大型コンクリートポンプ車 ・ 定置式高圧ポンプ

(担当:清水惠子)

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３３,０００

菊池君…職業奉仕フォーラムよろしくお願いします。山口会員
職場訪問ありがとうございます。
松田君…岡本職業奉仕委員長宜しくお願い致します。
村松君…山口さん今日は有難う御座いました。
矢部（光）君…職業奉仕の理念はロータリーの目的第 2 項に有
り。職業倫理（人が正しく歩む道）を重んじる！
福嶋君…北斗工業の益々の発展を祈る。
鈴木（安）君…喜寿のお祝いを頂いて。
鈴木（久）君…職場訪問例会山口会員お世話に様です。
山口君…本日は宜しく。
矢部（房）…北斗工業の見学をさせて頂き感謝。
松井君…山口さんの立派な職場を拝見させて頂きありがとうご
ざいました。本日の卓話楽しみです。
三宅君…山口会員スピーチよろしくお願いします。

累計 ￥１,１４３,２１０
草柳君…湘南、横浜を除いて全国的に 20，21 日は雪情報です。
臼井君…工場見学に出席できませんでした。その分話を期待し
ています。
藤吉君…山口会員卓話よろしくお願いします。
岡本君…職場訪問ご参加ありがとうございました。
矢島君…山口さん宜しくお願いします。
川上君…寒いの一言です。
大野君…山口会員北斗工業さんの見学ありがとうございました。
匂坂君…新年会の参加ありがとうございました。
横山君…山口さんありがとう。
小西君…新年会はお疲れ様でした。改めまして今年もよろしく
お願いします。
清水（惠）さん…北斗工業さん、スケールが大きかったです。
清水（信）君…毎日寒い日が続きますね。

