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4月20日（水 ）

卓話 比留間一義会長エレクト
「次年度会長方針」

2022年4月13日 第2364回 例会報告 ＜ハイブリッド例会＞

次回プログラム

東京武蔵村山ロータリークラブ

Weekly Report

2021～22年度国際ロータリー会長テーマ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

RI会長 シェカール・メータ

２０２１～２２年度東京武蔵村山ロータリークラブテーマ

クラブの未来を築くために行動しよう

第５０代会長 宮﨑 茂夫

4月27日 （水）

卓話
50周年記念事業について

卓 話 ： 創 業 者 の 想 い

比 留 間 重 次 会 員



・点 鐘 宮﨑 茂夫 会長

・進行 阿久津 圭吾 会場運営委員 ・出席報告 後藤 正次 会場運営委員長

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

30名 21名 75.00% な し

・斉 唱 「我等の生業」

ソングリーダー 野島 征 会員

こんにちは！！
先週、スピーカーの調子が悪かったので業者さんに
来てもらって診てもらいました。
取り合えず調子の悪かった片方のスピーカーを止め
ていますので少しは聞き取りやすいかと思います。
気候も良く、皆さんの体調に優しい季節ですね。
本日は比留間重次先輩による『創業者の想い』の
卓話ですので宜しくお願いします。

＊宮﨑茂夫会長・倉内淳幹事⇒比留間重次会員、本日の卓
話宜しくお願いします。

＊薄井政光会員⇒誕生月祝っていただき有難うございます。
＊宮﨑正巳会員⇒本日の卓話「創業者の想い」 比留間重次会

員には、宜しくお願いします。楽しみに聞かせて頂きます。

♦今回計 10,000円 累計946,000円

ニコニコＢＯＸ

・ニコニコBOX発表 比留間 健一 親睦委員



・会務報告 宮﨑 茂夫 会長

○4/15地区研修協議会参加者 事前確認事項

○5/21(土)22(日)全国RYLA研究会ハイブリッド
方式に変更

○第53回地区年次大会登録締切日4/22まで
延長

○【ロータリー財団】「大口寄付／恒久基金入門
セミナー「ロータリーの重点分野とポリオ根絶活動
への支援」のご案内

・日時：セミナー5/9、5/10、5/11 17時～18時
（Zoom） 〆切4/20

○新旧合同分区連絡会報告
・4/18（金）パレスホテル立川 16時～の開催
・次年度、第2580地区役員組織発表
ガバナー：嶋村文男
ガバナー補佐：田村勝彦
幹事グループ：齊藤章浩副代表幹事

：平野裕明幹事

○PETS＆地区研修セミナー講演動画Google
ドライブにアップ

○RLI卒後コース講習開催のご案内
・日時：5/15（日）9時登録開始
・場所：沖縄県男女共同参画ｾﾝﾀｰ てぃるる

○例会臨時変更
・東京小平RC
4/13→通常例会→休会
6/ 1→通常例会→休会
6/ 2→9夜間例会→休会

○「進藤園芸さん駐車場」が新苗の販売期間となり、
利用が禁止となります。

・利用禁止日
4/20（水）・4/27（水）・ 5/11（水）

＊毎年4/15～5月の第2週までが進藤園芸さん
駐車場利用禁止期間となります。ご注意下さい。

・幹事報告 倉内 淳 幹事

・委員会報告

○次年度 比留間 一義 会長エレクト
・地区研修協議会の案内
4月15日 椿山荘東京
12時30分受付 13時30分開会

○ゴルフ部 比留間 一義 部長
・東京東大和ＲＣ 50周年記念ゴルフ大会の案内
4月14日 東京バーディクラブ 8時30分集合

・第1回武蔵村山親睦ゴルフ開催案内
6月7日 東京バーディクラブ 8時30分集合

・卓 話 「創業者の想い」

比留間 重次 会員

私は昭和19年11月10日生まれ満77歳です。
兄弟は姉4人と兄と私とで6人です。
父親は第2次世界大戦満州の陸軍騎兵隊でした。
1年間日本に帰国し、9月に再召集され、フィリピンの
ルソン島で戦死をしました。
私は11月に生まれ父親を知りませんでした。

ロータリー歴は波多野稔さんが会長、宮﨑恒夫さん
が幹事の時に50歳で入会し、28年になります。

学生時代4年間、東京農業大学の野球部で北は北
海道から南は九州までの学生、80名位で合宿所生
活をしていました。
上下関係規律を勉強させられました。
厳しい4年間でした。
食事の準備/片付け/洗濯など毎日、早朝より、やら
されて耐える辛さを覚えさせられました。



◇ 創 立 1972年7月8日 ◇ 承 認 1972年7月20日
◇ス ポ ン サ ー ク ラ ブ 東 京 立 川 ロー タ リー ク ラ ブ
◎ 会 長 宮﨑 茂夫 ◎ 幹 事 倉内 淳
○ 副会長 比留間一義 ○ 副事 荒井 孝育
□ クラブ会報委員長 波多野晃夫 副委員長 佐藤貢

委員 比留間重次、比留間孝司、比留間一義

東京武蔵村山ロータリークラブ

事務局/例会場 西武信用金庫村山支店2階
〒208-0004東京都武蔵村山市本町2丁目91-1
ＴＥＬ：042-520-3251/ＦＡＸ：042-520-3252
Ｅメール：t-mmrc＠crest.ocn.ne.jp
●例会日：毎週水曜日 12:30～13:30

当時の村山町は家業の農家や大島紬の担い手に
なる人がほとんどでした。
大学卒業後は先輩が経営している三陽ベニヤ商
会に入社しました。
最初は倉庫係、商品を覚えトラックへ積み込み6月
まで2ヶ月勉強を行いながら商品の配送、得意先を
覚える日々を過ごしていました。
その後、内勤になり電話応対、伝票操作、仕入れ
単価など覚えた後に外回り営業に配属されました。
会社は本社、下高井戸。
営業所が東村山、八王子、甲府にありました。
栃木県小山市の木材センターに営業所を出す事と
なり、私が3人の中に選ばれました。
メーカーからのノルマが重く17時まで事務所仕事を
してから、夜中まで営業活動をやってました。

【仕事を通して学んだ事】

『上司の言うことを理解し、体を動かし、良く働くこと』

『お客様に物を買ってもらう心、お客様の立場に立
つこと』

『お客様が何を望んでいるか、買ってもらう物の商
品知識を習得すること』

『色々と経験し自分自身を磨くこと』

地域に根差した仕事をしたいと思い、1年数ヶ月で
退社しました。
親戚の会社、伊吹興産（株）へ入社しました。
プロパンガス販売ガソリンスタンド3店舗を経営する
会社で住宅設備部門を作り、セントラルヒーティング
に力を入れる担当者になりました。
羽村市の上下水道の指定店にもなりました。
多摩地域上下水道が完備する時でしたので、1Fショー
ルーム、2.3F事務所の本社ビルを設立する際には
建設委員長に任命されました。
その後に、子会社の伊吹住設を設立して代表取締
役に就任。
約12年勤め退社しました。
退社する時に、会長より、先ずは、商工会に入りな
さいと言われました。
私は17年間学生時代を含め武蔵村山市を離れて
いましたので地元に帰り、上下水道を通して地域社
会に貢献しようと35歳はじめに独立を致しました。
いろいろな人と知り合い知識を得る為に積極的に地
域の役職に就きました。
自治会役員の時に同級生などの横の繋がりはある
が年齢差のある縦の繋がりが無いと思い小学校な
どに協力してもらってグランドゴルフ大会を開催した
ところ、100人以上が参加しました。
PTA役員の時には通学路の見直しをしました。
少年野球連盟会長の時に東村山市秋津に中国の
野球チームが来てたので、武蔵村山にも来てもらい
試合をしましたが１０－１くらいで大敗しました。
商工会理事、交通安全協会、防犯協会、建設業
者協力会役員、三多摩管工事組合理事などを通
していろいろな経験をしました。

会社では、アフターサービスの充実、水道漏れ、排
水つまりには、救急車より消防車より速く、スピードを
もって処理するように社員には伝えています。
地域には地元関係の繋がりが深い設備会社も多い
ことから販売ルートを検討して、箱物（アパートやマン
ション）などを中心に営業しました。

【思い】

『人生歩んで行くのに、いろいろな人にお世話になっ
ている』

『自分の仕事、上下水道を通して世の中に恩返しを
すること』

『緊急な仕事、時間外の仕事が苦痛になったら会
社を辞めろと自分に言い聞かせている』

『喧嘩すると多くの友を無くすので周りの人たちとも
めないように心掛ける』

『世の中歩んで行くのに、物事スピードを持って処理
すること』

【会社の歩み】

昭和55年6月
創業 大黒設備工業

昭和57年10月2日
大黒設備工業株式会社法人化

東京都指定給水装置事業者


