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第２０５４回例会報告
会長挨拶
2021～2022 年度
島崎秀樹会長
皆さん、新年あけましておめでとうございます。
今年に入って 10 日余り過ぎました。若い頃は 1 年が長く感じました。いつになったら夏休みが来る
だろう、いつのなったら冬休みが来るだろう、指折り数えて待っていたものです。大人になってからは
指折り数えてその日を待つという事はあまりありません。
今月ロータリークラブは職業奉仕月間であります。1 月になったのは 2014 年からになります。それ
以前は別の月でした。この職業奉仕というのは、ロータリーの中でも一番中心に掲げられているもので
す。自分の会社を確実に健全に進めていく、それによってあの人にも奉仕が出来る、もしくは他の人か
らもサービスしてもらえます。この職業奉仕はロータリーとして真ん中に置いておくという事だけ覚え
ておいてください。
今年は寅年です。十干十二支という言葉があります。私も細かいことは分かりません。今から 60 年
前、昭和 37 年生まれでは私が大好きな布袋寅泰さんがいます。今年 60 歳です。80 年代を一世風靡し
たタッチというアニメがありますが、浅倉南の役をしていた声優の日髙のり子さんも 60 歳です。気が
付くと私の知っている人が還暦を迎えます。寅年は、飛躍する年とか始める年とか言われます。
この後、
私は新年の抱負を発表しますが、皆様方も今年の抱負をお正月中に家でゆっくり考えていたのではない
かと思います。あと半年間、会長職は 6 月までの任期ですが、頑張っていきたいと思いますので、よろ
しくお願い致します。
会員卓話 新年を迎えて
島崎秀樹君
新年の抱負ですが、去年から自分の会社で何か一つ事業が出来ないかと考えました。本業の砕石に
ついてではなく、ＳＤＧｓ16 個の中で出来ることはないかと考えています。まだ何をするか決めてお
りませんが、昨年末の会長の時間でアドブルーが少なくなった話をしましたが、建設機械に完全電動化
というものはないかと考えました。これは自分の会社だけで出来る事ではありません。アイデアとして
考えており、ミニ軽機でしたら電動化は若干あります。其れについては何年も前から電動化は普通に動
いています。小さい物と大きい物 100ｔオーバーのケーツー機械に関しては１/３が電気で動いていま
す。先日コマツの方が新年の挨拶に見え、その中で電気の重機はどうかと聞きました所、
「大型鉱山の
所は稼働している。中小型７ｔ１２ｔ２０ｔクラスだと、電気を使う所がごくごく限られてきました。
」
と言われました。
「そういうことがしてみたい。
」
、
「いきなり電気は難しいですよ」と言われました。今
カーボンニュートラルの関係でいくと、車が 2030 年 2050 年までに完全電動化を目指しています。建設

機械もしかりです。ただ建設機械はハイブリッドの流れが一部あります。全メーカーが作りましたが、
台数が伸び悩み、現在はほぼ 1 社のみです。電動機についても 1 社だけが作っている状況です。
砕石の業界は数年に一度更新があります。いま掘っている山の 5.6 年後を設計して、認可を岐阜県に
申請すると、3 か月後に認可が下ります。その申請書の中で、ＳＤＧｓがらみの事が書けないか考えて
います。すでに 1 件はＳＤＧｓについては書かず認可が下りました。また 1 件は今年の年末に出します
ので、それにはＳＤＧｓについて書き込んでいければと思っています。
また家の事ですが、上の娘が中 2 で 4 月から受験生です。いましか出来ないこと、子供達にしてあげ
られることが必ずあると思います。私は今まで色々な職業体験をさせてきました。子供たちは色々な体
験をさせて、その中で選んでもらいたいと思っており、
キッザニアというテーマパークを利用しました。
5 歳～15 歳の子供が仕事をして給料をもらう体験施設です。たとえ 1 時間でもこういう仕事があるとい
う経験をしてもらいたいと思っています。上の子には出来るだけ色々な職業を経験して仕事を見つけて
もらえたらと思います。家業を引き継いでもらいたい気持ちはありますが、女の子ですので難しいと思
います。今年は子供の受験を始めて経験しますので、色々と悩みながら進歩していきたいと思います。
ロータリーについてですが、今年度、地区大会が 3 月にあります。5 月には加賀中央ＲＣとの 40 周
年記念式典がございます。コロナ感染者が増えるとわかりませんが、何とか参加したいと思います。そ
の時には皆様方のご協力をお願い致します。
山口里美君
皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
今年は寅年です。トラは 1 日に千里走る。皆様ご存じかと思いますが、弊社も物事をスピーディーに
進めていきたいと思っております。
1 月 6 日に社長を辞任致しまして、新しく畑中が新社長になりました。私が社長になったのは、平成
26 年の 2 月でした。それからロータリーに入らせて頂いて、早や 7 年経ったかなという所です。何故
このような決断をしたかと言いますと、皆さまご存じのように畑中専務が社長になったわけですが、私
の前の社長時代から 7 年、私の社長時代に 7 年と合計 14 年間も専務をやっていただいております。こ
の専務が社長になることによって次の専務を作っていく、若いものに継がせていただく新しいバトンタ
ッチをするために、社長になっていただきました。長く居座っていると、中々新しい方が育っていきま
せん。現会長であられます私の父親も経営を弟に任せていくという方針を打ち立てました。そのような
ことからも私が辞職をして業務の方は畑中新社長にお任せすることとなりました。新社長になりまして
もどうぞよろしくお願い致します。
また働き方改革という事で週休 2 日、土日は完全休業という形にさせて頂きました。週休二日にするこ
とによって、年の休みが 94 日から 108 日と大幅にアップしたわけです。頭が痛くなるような話かもし
れませんが、改革をしていかないと生き残っていけません。同時に定年も 60 歳から 65 歳に引き上げさ
せて頂いて、皆様のご理解を得ました。
世代を交代すると同時に就業規則も変えて、県などの仕事に対応していくよう大きな改革をさせてい
ただきました。私の立場はどうなるのかと言いますと、会社を辞するという事ではないので、今までと
同様会社にはおります。表に出ない形で労務関係、経理を見させていただいておりますので今後ともよ
ろしくお願い致します。
最後になりますがロータリー活動では幹事として、旧年中ご指摘もいただき勉強させていただきまし
た。心が折れることも多々ございました。前期の半年間からすると後期の半年間、続けられるかどうか
心配もありますが、新年が来ますと又意欲が湧いてきます。どうかあと半年間よろしくお願い致します。
ニコＢＯＸ
ニコＢＯＸ委員会 寺田正実君
島崎君 新年明けましておめでとうございます。
同文 大村君、寺田澄男君、美谷添生君、小島君、山下君、松森君、清水君
野島君 同文。コロナが急増、今日は全国で 10,000 人と報道されています。気を付けましょう。
畑中君 同文。本年も皆さんの仲間にしてください。
麦島君 同文 2022 年、皆様と共に歩んでいきます。よろしくお願いします。
三島君 同文。忘年会の時、発表したダイエットはまだ続いています。痩せたかは別として。
和田良一君 同文、オミクロン株に気を付けましょう。
寺田正実君 同文。今年も正法寺から長滝の年始めで始まりました。
杉山君
同文。令和 4 年が皆様にとって良い年となりますように願っております。

山口君 心新たに本年も宜しくお願い致します。
羽土君 本年もよろしくお願いします。
同文 原君、美谷添里恵子君、佐藤君、旭君、和田智博君
藤代君 2022 年新年明けましておめでとうございます。本年がメンバーの皆様にとって楽しく、良い
年になります様に祈っています。
東田君 R4 年、元気よく参加してゆきたいと思います。
遠藤君 入会 1 年が過ぎました。本年もよろしくお願い致します。
三島勲様 私は先日、急にＲＣを退会させて頂きました。家内に送迎してもらっておりまして、帰りま
で車で待ってもらっておりました。しかしながら 2～3 年前、長滝白山神社近くで、雪が降っていると
き、長良川鉄道のライトがまぶしくて、車が 1 回転しましたが、対向車もなく事故にはならなかったそ
うですが、その時以来、雪の夜道は車を運転しなくなっておりました。幸い、先日は雪がなかったので
運転してくれました。こういう訳で先日欠席されておられた方に、今までのお付き合いのお礼を申し上
げます。
会長・幹事さんはじめ、役員の皆様、私を支援していただいた野島様、ありがとうございました。同じ
日に入会して以来、藤代昇様、長い間ありがとうございました。こうしたことを先日、お話ししました。
偶然玄関で最後にお会いした美谷添里恵子さん、私の荷物を持って送って頂きありがとうございました。
長々と書きましたが、私の最後のニコＢＯＸです。
次回行事予定
１月２６日 会員卓話（新年を迎えて） ２月 ２日 会員卓話（新年を迎えて）
出席報告
第 2053 回
第 2054 回

出席委員会 尾村忠雄君
会員数
３２名
３１名

出席者数
２４名
２８名

欠席者数
６名
２名

補正者数
１名

出席率
80.65％
93.33％

出席免除
１名
１名

