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第 2000回例会  平成 28年 2月 22日（月曜日）第 27号  

 

本日の例会 ２月２２日（月） 第４例会 

≪東大阪西ＲＣ・東大阪中央ＲＣ合同例会≫ 

【東大阪中央ロータリークラブ 2000 回記念例会】 

場所：シェラトン都ホテル大阪 ３階「志摩の間」 

例会：午後：６時３０分より 

◎本日の献立 中国料理 

※次週、2 月 29 日は定款による特別休会です。 

次回の例会 ３月７日（月） 第１例会 

◎卓 話 『 未定 』 

担当：中塚 賀晴会員 

前回の例会 ２月１５日（月） 第３例会 

◎ビジター 大和高田ＲＣ     鈴木 勝士様 

 

会長挨拶          会長 三木 武志       

皆様こんにちは、 

2 月 11 日のロータリー・デーお疲れ様でした。 

2 月 6 日未明、台中での地震では死者、行方不明合わ

せて 120 名以上の方たちが被害にあわれております。台

湾には姉妹クラブの鹿港ロータリークラブもあり、日本

の震災の時も多大な寄付金を頂戴しておりますので、本

日は緊急理事会を開き対応を検討したいと思います。 

来週の例会は西クラブとの合同例会で御座います、そ

して我がクラブでの記念すべき 2000 回目の例会です、ど

うか皆様全員出席でお祝いしましょう 

出 席 報 告             尾﨑 委員 

本日の会員数 ２４名 

本日の出席者数 １９名 

本日の出席規定適用免除会員 １０名 

本日の出席率 ８６．３６％ 

１月１８日の修正出席率 ８２．６０％ 

ニコニコ箱報告          岩橋 ＳＡＡ 

佐藤幹事 先週のＩＭロータリー・デーの参加お疲れ

様でした。 

宮田会員 体調不良の為、ＩＭ欠席のお詫び。 

鈴木会員 本日卓話担当です。後程宜しくお願い致し

ます。 

佐井会員 台湾政府から勲章を頂きました。又、昨日

の春節祭 5000 人以上ご来場くださいまし

た。本当に皆様のお蔭です。 

尾﨑会員 ＩＭ欠席のお詫び。結婚記念日でしたので、

家内とデートしました。 

幹 事 報 告        幹事 佐藤 三千秋 

1. 2 月 20 日（土）の地区ロータリー財団、補助金管理

セミナーには小川会長エレクト、佐井会長ノミニー、

中村次年度幹事、岩橋次年度国際奉仕委員長、尾﨑

次年度ロータリー財団委員長に出席して頂きます。

宜しくお願い致します。 

2. 3月 21日の東輪会ゴルフコンペの参加人数が 3名と

少ないので、再度、ご検討を宜しくお願い致します。

本日も回覧を回しております。〆切は 2月 25日です。 

3. 本日、例会終了後、臨時理事会を 3 階クローク横、

ホワイエにて開催致しますので理事の皆様には宜し

くお願い致します。 

4. 次週は、東大阪西ロータリークラブとの合同例会で

す。又、当クラブ 2000 回の記念例会でもありますの

で、多数のご参加を宜しくお願い致します。西クラ

ブがホストでありますので、例会時間は夜の 6 時 30

分よりの開催となっております。お祝いの乾杯がご

ざいますのでお車での参加はお控え下さい。 

国際奉仕委員会報告     委員長 佐井義昌 

 2月 6日の朝 9時 30分から 11時 30分まで薬業年金

会館にて、2015-2016年度地区国際奉仕委員会第 2回

委員長会議に参加しました。 

 まず、立野ガバナーの挨拶に続き、地区国際奉仕委

員会、地区財団委員会、ＶＴＴチームリーダー、また

2016年韓国ソウルでの国際大会担当者の報告があり

ました。 
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2015-2016年度地区補助金申請は 34件、国際奉仕申請

は 9件、未使用は 24件あり、敝クラブは未申請使用

です。今回はグローバル補助金を使用したＶＴＴチー

ムの紹介がありました。このチームは大阪中之島ＲＣ

と関西医大と共に、ベトナムのダナン病院鼻内内視鏡

手術のための機器設備を贈呈しました。この設備の導

入の為に 4人の医師を派遣しました。 

 最後に 2016年 5月 26日～6月 1日までソウル国際

大会の案内の説明がありました。参加を希望される方

は、事務局に案内書を置いてありますので、お申し込

みください。 

卓話             鈴木 勝俊会員 

『つれづれに思うこと』 

本日の卓話担当の鈴木です。よろしくお願いします。

実はだんだん卓話の日が迫ってまいりまして 10日前、

表題を事務局に連絡しなければならないので、全く何

も構想が決まらないまま「つれづれに思うこと」とし

て FAXで事務局に送らせていただきました。今思えば

大それた題をつけましたが。内容は第二回目のイニシ

アルスピーチとさせていただき、私の職業の概略と半

生とその時々の若干の感慨を述べさせていただき、本

日の卓話とさせていただきたいと考えています。どう

かお気楽に聞いていただければありがたいと思いま

す。なにとぞよろしくお願いします。 

私共の職業は建設業法で言う建築防水工事業であ

りまして、普通には防水工事店とも言われますし、工

事現場では防水屋さんといわれています。どちらかと

いうと総合建設業つまりゼネコンや総合建設会社ま

たは工務店から仕事をいただいて、下請けとして防水

工事のみを請け負う専門工事業者です。ビル・マンシ

ョン新築時の防水工事、屋根工事、シーリング工事・

地下構造物の止水、防水。高圧注入工事等の工事を施

工させていただいています。露出防水の場合は紫外線

劣化があるので 15年ぐらいすると改修時期となるの

で防水層の改修工事を施行させてもらっています。新

築と改修工事の比率は約半々です。 

一番多く昔からある防水工事の工法はアスファル

ト防水工事です、アスファルトは道路工事に使われて

いるストレートアスファルトで皆様ある程度ご存じ

と思いますが、それを窯の中で高温にしながら空気を

吹き込んでゆくことでできるブロンアスが防水工事

用のアスファルです。ここまでは大手の石油精製会社

がします、それとルーフィングメーカーさんの製品で

ある合成繊維にアスファルトを被覆させたアスファ

ルトルーフィングを私共が購入し工事現場の屋上に

クレーン等で上げて屋上の床に何層にも張り合わせ

て防水層を形成します。仕様によって厚みが 8～10㎜

になります。 

あと多く使われているのはタイヤメーカーで製造

されているゴムシート防水です。これは厚み 1.2㎜、

ゴム系の接着材で屋上の床に張り合わせます 

それから床材などを作っている塩化ビニールシート

メーカーで製造している塩化ビニール系シート防水

です、これは厚みが亜 1.5から 2ｍｍで接着材で張り

付けたりビス留で張り付けたりします。この工法は改

修工事でシェアーを取っています。それから商業施設

等の屋上駐車場に良く使われている塗膜防水はウレ

タン樹脂防水、ビル・マンションのバルコニー、厚み

は 2～3㎜です。あるいはポリエステル樹脂にガラス

繊維を組み合わせたもの等が良く使われます。FRP防

水といいます。これは露出のまま車が走行できるので

スーパーマーケットの屋上駐車場に良く使われる材

料です。その他にも各種の防水工事材料があります。 

屋根工事はシングル葺き工事をやらせてもらってい

ます。ここでいうシーリング工事というのは主に窓の

サッシュと躯体との隙間を埋める工事です。 

我々の仕事はまず受注です、そして打合せ、施工及

び施工管理、安全管理となるわけです、いずれも設計

事務所が工法や仕様を決めて図面化してくるので適

合した材料を注文し職人さんにおねがいして丁寧に

安全に施工してもらってゆくのが当社の仕事でござ

います。最近では新築工事の場合ほとんどが、外断熱

工法と申しまして居住環境、の向上のため一番外側に

断熱材を入れる仕様が増えてきました。我々防水工事

業者が断熱材と防水層をともに施工することが多く

なってきました。断熱材の厚みが増える傾向にありま

す、屋上断熱材は 10年くらい前は、大体 25㎜だった

のが最近は標準50㎜。時々100㎜の断熱材を使います。 

また商業施設の屋上の防水層、兼、駐車場床の改修

工事が増えてきています、一定期間お店を休業してや

るのですが、再オープンの日が決まっていますので工

期が厳しいし大面積の場合が多いし工期厳守が大前

提ですから工程管理や他業種の方たちとの工程調整

に気を使います。そのほかに市・府等の公共建築物、

住宅・学校等入札物件の工事があります。民間マンシ

ョンの大規模修繕は自分のところだけでは受注する

能力がないので下請けとしてやっています。 

 

では職業の紹介はこれぐらいにしまして、では第二

のイニシアルスピーチをさせていただきます。私は昭

和十九年 1944年愛知県で出生しました。時代は日本

の戦争に負けかけていたころ。映画プライベートライ

アンのノルマンデイ上陸作戦の行われた頃です、 

生まれたところは、名古屋近郊の大府市というとこ

ろです。田畑一町五反ほどの専業農家、でした。父は

徴兵で軍隊に行き最終階級は兵長と聞いています。父

は復員してすぐに現 豊田市の豊田自動車に勤めて
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いましたが、が 6年後私が 7歳の時に病気で亡くなり

ました。従いまして母は妹を連れて大阪に出て私はそ

のまま祖父母に育てられるという状況になりました。

小学校は愛知県大府市で、中学校から母に引き取とら

れて中学。高等学校は大阪です。母子家庭ですから貧

困で、高等学校の紹介でそのまま就職し寺田町にあっ

た設計事務所で製図工として就職して 4年間製図に関

わりました。それから友人の話をしていて。やっぱり

男は営業やでと、いう意見に魅力を感じて転職しまし

た。22歳でした。長堀にあった各種酸素パイプのメー

カーでした。製鉄、製鋼会社に商品を売り込む仕事で

す。営業マンとして意識を変えて、西日本ほとんどの

製鉄、製鋼、金属精錬の会社へ各種酸素パイプの売り

込みに行きました。溶鉱炉や転炉それから電炉。遺跡

になっていそうな反射炉、や平炉、大型のキューポラ

等々、ヘルメット、安全服、安全靴、で身を固めて炉

前に立ち二人一組で商品説明とデモンストレーショ

ンのサブで回っていました。製品が良かったのでよく

売れました。消耗品なので一旦採用になるとあと続く

のでこういう商売が良いなと思いました。そして営業

活動に根拠のない自信を持ち始めました。25～6歳で、

その頃給料は 6万円くらいだったと思います、 

27歳になって見合い結婚をして母親と兄弟 4人で住

んでいた平野の家を出て新築の文化アパートに変わ

りました、じきに子供が二人になり、4人家族になり

ましたので手狭になり瓜破で新築の小さい建売住宅

を買いました。若干の頭金と銀行ローンが組めたので

ちょっと無理をして、初めての自分の家を持ったとい

うことで家族も喜んでくれました。 

「家を持って子供が二人になった」ということで会

社が給料上げてくれましたのでこの会社の同年輩の

中で最高の 8万円くらいの給料をもらっていました。 

しかし住宅ローンの支払いが、2万近くありましたの

で、私のお小遣いは月一万と決められていました。し

かし交際費というかコーヒー代、たばこ代、本代、月

半ばになると家内にちょっと 5千円貸してくれるとか

一万円貸してくれるというようなことばかり言って

いました。給料以外に収入はないわけですからどうに

もやってゆけないということで、未熟でしたが、もう

ちょっと給料の良い会社はないものかと思っていた

ところ建設関係の防水工事会社で、たまたま営業職を

募集している会社があってなんと給料 11万円という

条件につられたというか、縁あってその会社に入らせ

ていただきました、子供は 0歳と 2歳、昭和 47年で

す。私 29歳です。 

そして、転職し会社で建設業界の営業を学ばさせて

いただきました。世間知らずで KYなところがありま

したが何とか業界に受け入れていただきました。製図

をしていたので図面が読めたので屋上面積の積算が

苦にならず早かった、ということも良かったと思いま

す。当時の労働人口の１割が何らか形で建設業界に属

し最大級の基幹産業の一つであり、私はやりがいを感

じました。だんだんと建築物のプロジェクトに参加に

参加させていただけるような相談を受けたり、設計事

務所さんに PRに行って逆に相談されたりして仕事に

関する知識も増えて意識も変わり防水工事の専門家

として認知されてゆきました。ただ会社からは安受け

の鈴木と言われて、「なんでも受けてくるな、」と怒ら

れていましたが、一つやれば一つわかるという感じで

レパトリーを広げていった時代であります。 

昭和 49年第二次石油ショック、私の 31歳の終ころ、

直接の石油製品である防水工事用のブロンアスファ

ルトまた防水工事用のアスファルトルーフィング等

が暴騰し極端な品薄になったためにこの会社は契約

更新に走ったことでゼネコン各社の信用を無くしま

したこともあり立ち行かなくなりました。 

昭和 52年会を縮小整理する方向が出ましたので、

私 32歳、やむを得ず独立を決意しましたが資金がな

いものですから、家内と相談しまして住んでいた瓜破

というちょっと足場の悪さもあり住んでいた、家を売

ることにしました。家を売って事業資金を得ようとし

たのです。インフレが進行していた時代で買値の２倍

で売れて住宅ローンの残債を払っても一定の資金が

手に入りました。 

私は 32歳でした。家族とともに住宅公団の森ノ宮

団地に入り住宅の一室で家内が電話応対と育児、経理

をしてくれたので、私は営業と工事管理に専念できま

した。取り敢えず順調な滑り出しで初年度予想以上の

売り上げを達成したものですから森ノ宮の中央大通

りに面した貸しビルの一室を月 5万で借りて事務所を

作りました。事務員を雇いまず家内を仕事から解放し

ました。上の子供が幼稚園入園の頃です。家族を抱え

て背水の陣でしたが、根拠のない自信を持っていまし

た。死ぬ気で頑張れば何とかなると思っていたので

す。 

それからこの森ノ宮の貸しビルの事務所に 10年い

ましたが売り上げは順調に伸びすでに業界平均を超

すようになっていました、人も増えて手狭になったの

で昭和 63年に東大阪の事務所物件を購入して東大阪

に移ってまいりました。今の事務所ではなく稲田本町

の事務所です。平成バブルが始まり平成元年から平成

6年までは事業の絶頂期でした。創業から 10年間、慢

性的な資金不足に陥っていたのがここへきて少し資

金の還流を感じられるようになりました。 

平成 5年から不況になったという感覚は皆様と少し

違うかもしれません。建設業界は好況も不況も一般業
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界よりも 2年遅れだと言われています、一般の業界が

活況を呈し一定のストックがたまって設備投資に向

かい実施されるまでの期間が約 2年間だというので

す、また不況に向かうときは一般の業界が不況に陥っ

たとしても手持ち工事がありますから建設業界は 2年

遅れ全体に続いて不況になっていくと言われていま

す。 

皆様の御認識では「失われた 20年というのは平成 3

年から平成 22年」とされていますと思います。私の

実感では平成 5～6年から建設不況が始まったと思い

ます。ここでも建設業の好不況はやはり 2年遅れの原

則が当てはまります。さらに充分仕事がありました。

すでに一般企業はバブル後の不況になっていたので

人材が求めやすかったということもあり。さらに社員

を増やして対応してきました。社員を 7名から 12名

に増やし大卒を優先雇用することにしました。 

専属の職人さん、協力会社の職人さんたちが、毎日 100

人以上が仕事に出ていました。 

バブルの後始末というべきこの不況は、銀行や保険

会社まで及び金融機関の窓口に預金者が殺到する取

り付け騒ぎが、歴史の教科書での話ではなく、実際に

起こり、それを見聞きしました。住専問題も見聞きし

ました。平成 8年になると今度は得意先と思って忠誠

を尽くしてきた中堅ゼネコン、地場の建設会社が多数

というか半分位。倒産・または民事再生法適用という

ことで債務整理を行いました。この時期は一番しんど

かったです、みなさんご存じですか。倒産・破産で配

当は、２～３％、民事再生法適用になると債権は 10

分の 1になりしかも 10年払いとなります。「もういい

ですわ」と言って損金処理にしたケースもいくつかあ

ります。受取手形の不渡手形の束が記念品として今も

残っています。これは会社の今後の戒めとしておいて

あります。 

年代前後しますが、平成 7年 1195年 1月 17日阪神

淡路大震災、本当にこのようなことが起きるのかと身

震いするような気持ちでテレビ報道を毎日見ていま

した。1週間後に西宮北のある商業施設の被害調査の

一員として加わりなした、1か月後にはハウスメーカ

ーの協力会社として仮設住宅の建設工事に参加しま

した。それを皮切りに神戸方面の震災復興の仕事に注

力させていただきました。震災特需という面がなかっ

たわけではありませんが、得意先とともに、使命感と

いうか、謹んでやらせていただく気持ちも強く感じな

がらやらさせてもらいました。 

平成 19年 2007年頃になると新聞紙上にアメリカの

サブプライムローン問題が報道されるようになりま

した。つまりアメリカの、どちらかといえば低所得階

層つまり一般庶民が土地や不動産の値上がりを背景

に銀行ローンの枠が増えて、その分を借り増して消費

に回しているという報道です。私はアメリカの人たち

の快楽主義、刹那主義を感じました。アメリカ人の勤

勉主義のなさを倫理の崩壊ととらえて手持ちの株式

をほとんど売りました。 

案の状、翌、昭和 20年 2008年 9月 15日リーマンブ

ラザーズというアメリカの銀行が破たんし負債総額

60兆円といわれました。金融工学といわれレバレッジ

にレバレッジを掛け合わせたような商品を世界中に

売っていたのです。 

世界中の金融機関、保険会社各種団体がリーマンブ

ラザーズファンドを買って運用していて大きな痛手

をこうむりました。私はアメリカの倫理の崩壊を見ま

した。もはやこの国には健全なフロンテア精神は残っ

ていないと断定してよいと思いました。 

あれから 8年。今、アメリカ、中国、ヨーロッパ、中

東、北朝鮮。世界中を俯瞰してみるとぺシニズムが覆

っているようにも見えます。 

世界中に悲観論が覆っているように見えますが。で

すが世界史も日本史も古代、中世、近代、近現代いつ

の時代もカオスであり矛盾に充ち激動であります。一

方では必ず教育と人道主義が台頭世界中に悲観論が

覆っているように見えますが。ですが世界史も日本史

も古代、中世、近代、近現代いつの時代もカオスであ

り矛盾に充ち激動であります。一方では必ず教育と人

道主義が台頭してきています。 

 

昨年母が 93歳で亡くなりました。最後の 12年間を

私の会社の一角に建てた離れで過ごし飄然となくな

ってゆきました。女で一つで我々を育ててくれたしっ

かりものの立派な母親でした。クラブからご香典を頂

戴しました。この場をお借りして御礼申し上げます。 

会社はことしで 40周年を迎えます。人に恵まれ、仕

事に恵まれ、従業員に恵れ稀有な幸運に恵まれて今日

があります。一つ間違えばどうなっていたかと慄然と

します。ありがたい人生であったと感謝しています 

最後に話は変わりますが、平成 10年 1998年に、東

大阪中央ロータリークラブへ入会させていただき素

晴らしい方たちと御縁を持たせていただきました。そ

の後の自分を支えてくれたと思います。色々と勉強さ

せていただき感謝の気持ちでいっぱいです。ロータリ

ーの一員であるという自覚がずいぶん自分を支えて

くれました。特に 3年前に皆様の温かいご協力をいた

だき会長をさせていただいたこと終生の思い出にな

ることと思います。その思い出は私の大きな、大きな

財産です。本当に有難うございました、今後ともよろ

しくお願いしまして本日の卓話とさせていただきま

す、ご清聴有難うございました。 
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