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第2150回（7月19日）例会記録

クラブ管理運営委員会
和洋中８品
（冷菜盛り合わせ、刺身三点盛り、エビ
のチリソース、舌平目の重ね焼き、鰻の
山椒炒め、豚肉のみそ焼、稲庭うどん、
ババロア）

次回の予定プログラム

卓話『会員増強について』
西尾 静枝 会員
クラブ管理運営委員会
次週献立予定

2016〜2017年度 ＲＩ会長

前回例会の報告

『新年度親睦夜間例会』

本日献立

賢二

「人類に奉仕するロータリー」

和食ランチ（生ちらし、お吸い物）

幹事報告
１．地区大会実行委員会事務局より
先日お配りいたしましたチラシに一部誤り
が見つかりましたので、改めてチラシが届き
ました。お手数ですが、先週お配りしました
のは破棄して下さい。
２．先週、会長より報告しましたとおり、本日例
会終了後、地区大会参加クラブ紹介のための
集合写真を撮りますので宜しくお願い致し
ます。
３．本日 18：30 より、クラブ協議会がございま
す。関係者は宜しくお願い致します。
委員会報告
１．西尾静枝 2015-2016 年度会計より
前年度の会計報告を致します。

※第１例会は粗食例会です。

※例会終了後、
定例理事会を開催致します。

出席報告
各種記念日
誕生記念日

西野

義人 会員

７月22日

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（新車納入されました）
本間 信（登山してきました）
菅原義男（16日、支笏湖紋別岳へ登山してきました）

会員数
出席率

42名
73.81％

出席者数
欠席者数

●例会場 ホテルサンルート室蘭
●例会日 毎週火曜日 12：30 P.M.
●事務所 室蘭市中島町2丁目28-6
●電 話 0143-45-6569 ●FAX 0143-50-6578
●URL http://murokita-rc.org/
●E-mail mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

33名
11名

前回例会のプログラム

卓話『会社と親子のあゆみ』
工藤 一人 会員
クラブ管理運営委員会
この度のテーマと致しまして《会社と親子のあ
ゆみ》を選んだ理由と致しましては、父に作った
会社と父の人生を伝えたく決めました。
工藤一人の歩み
今現在では私は株式会社興伸工機 代表取締
役を仰せつかっています。
私は 1980 年室蘭市母恋にて出生し 1987 年
みゆき町にあった優美幼稚園を卒業、1993 年室
蘭市立大和小学校卒業、1996 年鶴ヶ崎中学校
卒業、1999 年室蘭東校東学校を卒業しました。
幼少期は４兄弟の長男として輪西町で育ちま
した。僕の子供のころは町が鉄粉でキラキラして
いた事をよく覚えています。小学校時代は学校か
ら帰ると玄関にランドセルを置いて暗くなるまで
帰ってこない少年でした。中学校時代に入ります
と、勉強、スポーツ、恋愛よりも釣りが大好きにな
り、完全に釣りキチに変身。高校生になり、ホテル
サンルートでバイトを始め、この時私は初めて、何
をしているかは当時不明でしたが北ロータリーク
ラブの存在を知ります。
その後、社会人として株式会社楢崎製作所に
就職します。
楢崎製作所では橋梁製作を主に、製缶工として
10 年間勤務し、溶接等の実務作業を習得。そして、
父の会社であります昭和建設に取締役として入
社しました。ここからが辛くてやりがいを感じる
仕事の始まりでした。父は常に私を㈱興伸工機グ
ループの最前線に立たせて指揮させてくれまし
た。今の自分には本当に助かっていますし、父へ
の感謝の気持ちでいっぱいです。
この時期は出張にも行きました。九州鹿児島出
張、この時の父の言葉は心に残っています。
「出張へは自分が苦手なメンバーを連れて行きな
さい。」そして自分は嫌々気の合わない部下を連
れていざ出張へ…。今では一緒に旅した仲間が信
頼の厚い部下になっていました。そして現在に至
ります。
工藤克彦の歩み
1956 年釧路市で白倉家三男として白倉克彦
が出生します。そして昭和 33 年に島村ユキエの
養子となり昭和 44 年、島村ユキエが工藤武夫と
結婚し工藤克彦となります。父の幼少期は家庭環

境にかなり苦労したと聞いています。
父は根室町で小中学と少年時代を過ごします。
そして昭和 47 年、日本製鋼所高等学校に入学す
ると同時に室蘭人になりました。高校生活は全寮
制で勉強と鉄工技術を習得し、寮生活を共にした
仲間がたくさんできました。その同級生、先輩、後
輩の皆さんが今後の興伸工機発展へと導きます。
その後、父は日本製鋼所に勤め、退社し、昭和 58
年に㈱興伸工機を設立します。当時は従業員５人
から始まり、今ではグループ全体で 135 人になり
ました。建築物、機械器具設置の施工技術におい
て数々の賞を受賞し会社と父は世間から信用力
やイメージが少しずつ向上していきます。
そんな中、昭和 59 年に室蘭鳶土木工事業組合
へ入会。平成４年には北ロータリークラブに入会
いたします。平成 25 年には西胆振鳶組合会長＋
北海道鳶土木工業連合会会長＋日本鳶工業連合
会副会長に就任、日本の鳶組合のナンバー２にな
ります。父は全国の鳶組合会長が夢だと語ってい
たことを思い出します。あまりのハードスケジュー
ルの影響もあり、平成 26 年８月 16 日突然永眠
いたしました…。
あまりにも突然の旅立ちは信じられなく、言葉
もありませんがお世話になった皆様へ感謝申し
上げます。そして、会社を創業し発展させた功績
は本当に計り知れないものがあります。
今後とも父を見習い努力して参りますので、皆
様方のご指導宜しくお願い致します。

議

事

録

第１回クラブ協議会 議事録
日 時：平成２８年７月 19 日（火）18：30〜
場 所：ホテルサンルート室蘭
出席者：徳永賢二・荒谷信幸・菅原義男
菅原正明・西尾静枝・内池眞人
加藤栄吉・赤崎幸三・山口雄平
小野寺浩二・齊藤俊一・斉藤 崇
廣瀨 禎・國田雅弘・藤井徹也
石倉史郎・猪俣英二
【議 題】
１．今年度クラブ運営について
各委員会活動予定
S.A.A. ………………… 従来通り
会員増強委員会 ……… ２名の会員増強
クラブ広報委員会 …… 新旧勉強会（年４回
予定）、ミニロータリー情報提供
クラブ管理運営委員会
・プログラム委員会… 各会員に卓話ゲスト
依頼の協力
・出席委員会 ………… 出席率向上に力を入
れる
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地区大会のお知らせ
ホストクラブ：札幌南ロータリークラブ

■記念ゴルフ大会
9 月 30 日（金）
札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース
６：３０
受付
７：２８
スタート
アウト・イン スタート
■大会 1 日目
10 月 1 日（土）
札幌パークホテル
１３：３０
会長・幹事会
１４：５０
地区指導者育成セミナー
１８：００
RI 会長代理歓迎晩餐会
■大会 2 日目
10 月 2 日（日）
札幌パークホテル
９：００
本会議
１０：３０
スパウス
１３：００
記念講演
１６：００
懇親会

・親睦活動委員会 …… 麻雀大会を２回開催
予定
奉仕プロジェクト委員会
・職業奉仕委員会 …… Ｒ＆Ｅへの職場訪問
（移動例会）について
・社会奉仕委員会 …… 例年通り
・国際奉仕委員会 …… 室蘭工業大学留学生
と室蘭岳登山で親睦を兼ねて国際交流
ロータリー財団 ……… 米山記念奨学会への
特別寄付
…………………………… ロータリー財団への
年次寄付への協力
２．ガバナー公式訪問について
現在、地区12グループを８グループに減少の
提案について次回のクラブ協議会で検討する。

