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第２５６６回 例会プログラム
●例会場／鴻巣ロータリークラブ例会場
●開会点鐘
●我らの生業
ロータリーの目的・四つのテスト朗読
●会長挨拶 大澤一司会長
●幹事報告 藤井 明幹事
●ニコニコボックス報告
●ロータリーの友紹介
●会員卓話 寺嶋会員
●委員会報告
●出席状況報告
●閉会点鐘

会長挨拶

大澤会長

皆様こんにちは。
東の方から台風がやってくるという、ちょっと
変わった気象状況となっておりますが、関東直
撃することはなさそうなので一安心ということ
でございますけれども、被害が出ないことを祈
りたいと思います。
テレビをご覧になった方も沢山いらっしゃった
かもしれませんが、昨夜、私も「水谷・伊藤ペ
ア」の卓球の試合を見ておりました。2ゲーム
先取され、「これはもうダメじゃないかな・・」
と思いましてお風呂に入っておりましたら、出
た頃には追い付いている状況でした。その後逆
転して金メダルを獲得するという素晴らしい展
開でした。最後まで諦めない気持ちがあってこ
その金メダルだったのかなと思います。
私も少しでも見習って最後まで諦めずに頑張っ
ていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願
い致します。
前々回（2回目）の例会の時に“配偶者居住権”
の基本的なところのお話をさせて頂きました。

今回はその続きのお話をさせて頂きます。
“配偶者居住権”はまだ新しい制度でして、私
は実は、埼玉家庭裁判所の“家事調停委員”を
かなり長いことさせて頂いているのですが、い
まだにこのことが中心的に問題となった案件は
一件も取り扱った事がございません。まだまだ
新しくて未知の領域が多い制度なんじゃないか
と思っております。
｛民法改正ワンポイント講座「配偶者居住権の
お話し②」｝
1.
配偶者居住権の評価
配偶者居住権の評価額は、不動産（土地・建物）
の価額（時価）から配偶者居住権の負担付き不
動産（土地・建物）の価額を控除したものとい
うことができるが、その算定は難しい。
一般的に、同じ不動産であれば、生存配偶者が
若ければ若いほど（配偶者居住権の存続期間が
長くなればなるほど）、配偶者居住権の評価額
は高くなる。
別添資料参照。
2.
配偶者居住権制度の注意点
①第三者に対抗するためには登記が必要
配偶者居住権を取得した配偶者は、当該不動産
の所有権を取得した相続人に対しては、登記が
なくとも配偶者居住権の存在を主張できるが、
その相続人が第三者に配偶者居住権が存在する
ことを隠して不動産を売却してしまったような
場合、その第三者に配偶者居住権の存在を主張
するためには原則として登記が必要となる。
②建物が共有の場合には配偶者居住権を取得で
きない場合がある。
生存配偶者が被相続人（死亡した配偶者）との
二人で建物を共有していた場合は問題ないが、
被相続人が相続開始の時に配偶者以外の者と建
物を共有していた場合には配偶者居住権は取得

Rotary Weekly Report
できない。
③存続期間は終身とは限らない
配偶者居住権の存続期間は、原則として、生存
配偶者の終身の間（生きている間）だが、遺産
分割協議や遺言に別段の定めがあったり、家庭
裁判所の審判において別段の定めをした場合は、
その定めるところに従うこととなる。
④配偶者居住権が不要となった場合に困る
配偶者居住権は原則として第三者に有償で譲渡
できるような権利ではないため、生存配偶者が
配偶者居住権を取得して自宅での生活をしてい
たが、介護が必要となって老人介護施設に入所
しなければならなくなったような場合に困るこ
ととなる。
遺産分割協議で、予め、配偶者居住権の買取条
件を合意しておく等の対策が考えられる。
3.
配偶者短期居住権との違い
生存配偶者は、被相続人（死亡した配偶者）の
財産に属した建物に相続開始時に無償で居住し
ていた場合には、一定の期間（居住建物につい
て生存配偶者を含む共同相続人間で遺産分割す
る場合には、遺産分割で居住建物の帰属が確定
した日又は相続開始時から6か月を経過する日
のいずれか遅い日まで。その他の場合は、配偶
者短期居住権の消滅の申し入れをした日から6
か月を経過する日まで。）、その居住建物の所
有権を相続又は遺贈により取得した者に対して
無償で使用する権利を主張できます。一定の期
間しか認められない点や、第三者対抗力が認め
られない点等で、配偶者居住権とは大きく異な
ります。
4.
配偶者居住権の税務上のメリット
別添資料参照。
以上となります。本日もどうぞ宜しくお願い
致します。

幹事報告 藤井幹事
・地区大会記念ポリオ根絶＆COVID-19支援チャ
リティーゴルフコンペのご案内
・会員増強維持部門セミナーご案内
・公共イメージ部門セミナーご案内
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ニコニコＢＯＸ 渡辺委員長
大澤会長 体操男子団体は残念でしたが、水谷・
伊藤ペアの卓球ミックスダブルスの金メダルに
は感動しました。
藤井幹事 台風が大した事なければ良いですね。
本日も宜しくお願い致します。
鈴木(将)副会長 先週、息子がPCR検査を受け
ました。無事陰性でした。ご心配おかけいたし
ました。
福士会員 前例会の宮澤パストガバナー補佐の
お話しの中で、ロータリアンになって一番楽し
かった事は、小澤会長の時に幹事をした事です。
次は親睦委員長が楽しかったです。
髙橋会員 申し訳ありませんが、本日、早退さ
せていただきます。寺嶋さんの卓話全部聞けず
にすみません。会報で拝見します。
堀口会員 会員の寺嶋さんが、広報こうのす
「かがやき」に原口市長と3ショットの写真が
掲載されていました。寺嶋さんの会社、(株)キ
ハラで100万円の寄付をされたそうです。素晴
らしい事です。
渡邊会員 本日、久し振りの早退です。寺嶋さ
んの卓話聞けないと思います。残念です。会長、
もう一回機会を作っていただけますか。うな重
食べられて元気一杯です。
磯畑会員 吹上保健センターで4ヶ月健診に参
りますので早退します。
小川会員 寺嶋さん、卓話楽しみにしています！
津田会員 本日の寺嶋会員の卓話を楽しみにし
ております。どうぞ宜しくお願い致します。
篠崎会員 寺嶋さん卓話がんばって下さい。
鈴木(裕)会員 本日は寺嶋会員の会員卓話、楽
しみにしております。この暑い夏に負けない熱
い卓話を期待しています。
江口会員 今日はロータリーの友をご紹介しま
すので、よく聞いていて下さい。お願い致しま
す。
嶋寺会員 本日は卓話というお時間頂き、あり
がとうございます。
＜メッセージ No.1＞
「寺嶋教之会員、本日の会員卓話、どうぞ宜し
くお願い致します。」
小澤会員、島田会員、宮澤会員、福島会員、北
川会員、坂本会員、岡﨑会員

前回繰越
今回合計
累
計

58,000円
21,000円
79,000円
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ロータリーの友紹介
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江口委員長

皆さんこんにちは。
ロータリーの友を紹介させていただきます。
まず、横ページの7ページRI会長メッセージで
す。
親愛なるチェンジメーカーの皆さん
皆様とご家族に謹んでロータリーの新年度の
お祝いを申し上げます。（中略）
今年度は、みんなの人生を豊かにしていこうで
はありまでんか。 シェカール・メータ
横ページ29ページの第2770地区の松本輝夫ガバ
ナーについてです。（中略）
さいたま中央RC 井上正巳
最後に縦ページ24ページの越谷RCの書き損じは
がきポストの設置についてです。以上です。

会員卓話

寺嶋会員

皆さんこんにちは卓話というお時間をいただ
き、ありがとうございます。正直先週、大沢会
長からお話をいただいたとき、はたして私が何
を話しができるんだろうという思うぐらい、ちょっ
と私にはまだまだなのかなと思いましたが、宮
澤パスト会長からも前回言われてたように「自
分の自己表現を思いっきりしなさい」というこ
とをおっしゃっていただいておりましたので、
せっかくお時間をいただきましたので、少し最
後までお時間お付き合いのほど、よろしくお願
いいたします。
私まだ3月に入会させていただきまして、ま
だ4ヶ月ほどの本当の新米でまだロータリーの"
ロ"もわかっていないような状態ではございま
すが、皆さんの後押しをいただきながら、少し
ずつ勉強させていただきながら活動させていた
だければと思います。
入会させていただいたときに、以前からもお

仕事の方でいただいたりという経緯があった小
澤パスト会長からも続けることに意義があるよ
という言葉をいただきましたので、非常にそこ
は重く受け止め、続けていければいいかなと思っ
ております。
私の入会のきっかけといたしますと、弊社の
内村という常務がですね、津田ひろみパスト会
長と御縁がございまして、その中で宮澤パスト
会長と弊社の方までお越しいただきまして、お
話を聞かせていただく中で、私なんていうかロー
タリーという組織に入らせていただくことがは
たして私としては大丈夫なのかなという自分と
してはまだまだ人としても会社としても、そこ
までではないんじゃないかと奉仕ができるよう
な、また身分で立場ではないんじゃないかとい
う自問自答をいろいろしましたが、やはり自分
のできる範囲からすることが、大事なのかなと
いう思いで、せっかくのお話をいただいた中で、
宮澤パスト会長にもいろんなお話を聞かせてい
ただく中で、生命学の話から私の名前は非常に
見透かされたようなぐらい驚かされる話を聞か
せていただき、もうこれは私はもう入るしかな
いと、これが運命なんかなと思うぐらいの気持
ちで、この会に飛び込ませていただきました。
そんなきっかけで、これから長い道のりを、
大先輩の方々に教えていただきながら、進んで
行きたいと思いますので、どうぞ一つよろしく
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お願いいたします。卓話としても私の個人的な
自己紹介とか会社の紹介というぐらいしかでき
ませんが、少し聞いていただければと思います。
私は、1979年10月11日生まれの、41歳です。
磯畑先生と全く同じ誕生日でございまして、10
月11日なのでちょっと語呂がよく覚えていただ
けるかなと思いながら、10月を誇りに思ってお
ります。北川直前会長とも同じということで、
10月はなんかなんかすごく親しみがある月だと
私は思っております。生まれは東京の今でいう、
西東京の小金井、武蔵境あの辺でございまして、
6歳まで、幼少期を過ごしまして、小学校に上
がるときに私の父がマイホームを吹上に購入し
まして、そこで引っ越しまして、東京生まれの
吹上育ちということで、最初に引っ越したとき
は、私ちょっと軽いカルチャーショックを受け
まして、行田に近い吹上でしたので、あの言葉
が、「ダンベ」がちょっとわからずにですね、
ちょっと戸惑いもありましたが、幼いながらね
そのカルチャーショックを保育園、小学校で受
けたのを覚えております。
今ではすっかり「ダンベ」が馴染んでしまい
ましたが、ここ最近は会社の立場もございまし
て、「ダンベ」は使用しないようにしておりま
す。その中でここの鴻巣・吹上で育ちまして、
株式会社キハラは学卒で私が大宮工業を卒業し
まして、高専を出まして、20歳のときに初めて
新卒で採用していただいたのが、鴻巣の株式会
社キハラで、その時はちょうど就職氷河期とい
うことで、学校の方には求人は一社も来ないと
いう状況の中で、私の知り合いの中で何社か紹
介していただいた中で、一社目に飛び込んで近
いから行ってみようというところのきっかけで、
株式会社キハラで面接をしていただいたときに、
私は、学校では建築を学んできたんですけども、
「当社は、建築も土木も解体も全てやりますよ」
と。「あなたは大丈夫ですか？」という話の中
で、「私は全てを学びたいと思います。いずれ
私は自分で会社を持ちたい思っています」とい
うちょっと訳のわからないような生意気な発言
をしたんですが、軽く採用していただいて、他
はもう面接に行かず、じゃもうキハラで勤めま
しょう！
ということで、今21年間勢いだけで突っ走って
きたということです。当社のキハラは1991年12
月の創業になります。5月決算ですので、今期
はちょうどもう31期に入りまして、昨年30周年
を迎えたところなります。私の入社は創業から
10年経ちました2000年の入社で、平成12年です
ね。
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そのときからずっと現場の方を私はやってき
まして、まさか私がスーツを着たりとかってい
うのは全く考えておらず、一生現場で終わるん
じゃないかという、そのつもりで、現場が大好
きで、この建設業に入ったというところでした
が、年々経つにつれて、営業をやりなさい、少
しはスーツを着て会合に出で行きなさい、と、

いろんな場に立ち会わせていただきながら、事
業承継の話が徐々に出てまいりまして、約10年、
先代創業者の木原清次郎に打ち込まれまして、
2018年、平成30年の8月にですね、身内でない
事業承継をさせていただきました。
8月ですので、来月で4年目に入る状況でござ
います。正直、経営者としても心得とか、経営
者としてどうあるべきものなのか、会社をどう
いう方向に進めていくのかっていうのは、正直
毎日悩まされるところではございますが、やは
りロータリーというこういう会議したり、いろ
んな会の中で、大先輩たちの職業人としての姿
を見させていただくことによって私は一つ一つ
勉強させていただいてる状態でございます。
そんな中で当社の方も仕事としてはキハラっ
ていうのは何なんだろうと、よく何々組とか何々
建設とかっていうと、非常にわかりやすいんで
すけども、株式会社カタカナでキハラっていう
と、正直近所の方も何の会社なのかはわかって
いただけてないという状態でございまして、総
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合建設業の株式会社キハラですということをい
つも私も常々口にするようにしております。
やはり地元の方たちに知っていただいて、そ
れからお客様たちも、まず何をやっているのか
を知っていただくことが最優先かなと思いなが
ら、ちょっと生意気に看板を出させていただい
たり、ここ数年の中でいろんなことを試みてお
ります。
当初は本当に先ほど言ったように建築と土木
と解体と、要は全てを工場として行うと、私の
モットーは、営業になってから、"365日24時間
電話受け付けております"というのを常々言っ
ておりまして、仕事はお断りしないという姿勢
の中で、いろんなお客様たちに支えていただき
ながら、今があるという中で本当に例えばです
けども、犬小屋からビル、工場、倉庫までとい
うところまで幅広く仕事をさせていただいてい
ます。
隣近所のお1人でいらっしゃる。ご高齢の方
も、ちょっとドアが開かなくなっちゃったのよ
ねと、ちょっと蛍光灯のたまが切れちゃったの
よね。いう事もさせていただいているという中
で、仕事の範囲としましても、"地域地元密着"っ
て言葉が非常に私大好きなんですが、それに反
しまして、うちの会社は遠方の現場が多いと、
全然この鴻巣市や埼玉県内でほぼ活動してない
んじゃないかというぐらい現場までの通勤時間
が1時間半は当たり前いうぐらいなので、逆を
言うと、それだけ御用命いただけてるのはあり
がたいのかな。
ところですが、やっぱり地元で看板を上げさ
せていただいている以上は、地元に何か貢献で
きないかな？ところからこのロータリーにも繋
がってきたと私も考えております。仕事内容は、
建築業、解体なので、一般の住宅の増改築リフォー
ムから、なかなか新築のお話はないんですけど
も、よくあるの解体だとか、増改築減築だとか、
工場倉庫店舗それにプラント工事、ちょっと特
殊なのは、そのプラント工事だとか、危険物施
設と言われるガソリンスタンドとかです。
わかりやすく言うと、ガソリンスタンド昔の、
今はもう看板なくなりましたJOMOですね、JOMO
エンタープライズさんのJOMOの看板の頃からお
仕事させていただいておりまして今はENEOSに
マークが変わっておりますが、県内約60店舗ぐ
らいが私の会社も担当でございまして、鍵が開
かなくなった、硝子が割れたなど、という修繕
依頼のメールが強制的に毎日のようにバンバン
来ます。そういう仕事のほかに、ガソリンスタ
ンドや危険物の貯蔵所と言われるような所、あ
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とトラックの運送会社さんなんかのよくある自
家用給油所と言って、自分のところで自前で給
油施設を持ってたりのそういう施設を作ったり
改造したりメンテナンスしたり壊したりと、い
ろんなことしています。
非常用発電がここ最近また見直されてるんで
すけども、非常用発電というのが非常に盛んで
して、病院以外も商業施設なんかも非常用発電
をいれるようになりまして、それがディーゼル
なので重油を使った燃料がなので、燃料タンク
が地下に埋設したり、地上のタンクを設置した
りと、そういうのがありまして、我々そういう
のを設置して、次第に非常用発電の時代が太陽
光ソーラーパネルだったりいろんなのがござい
まして、だんだん廃れてきて、我々が設置した
自家用給油所を我々の手で壊していくといとう
のがちょっと悲しいころでございましたが、ま
たここ最近見直されて、自家用発電も増えてき
てるんじゃないかなという、ちょっと変わった
この危険物施設でやったりとか、あとは、ゴミ
焼却場とかですね、プラント工事なんで、リサ
イクル施設ですね、我々元請じゃないんですが
ボイラーメーカーの株式会社タクマというとこ
ろからお仕事をいただいて全国各地にあるそう
いうゴミ焼却場の維持メンテナンスということ
を行っておりますので、プラント工事にも我々
当社の強みとして、御用命いただけるところに
行っています。
静岡、神奈川、関東一環すべてと、遠いとこ
ろは山口県の現場に行きました。UDトラックス
の付き合いでございまして、UDトラックスの上
尾の本社で管理しております全国のカスタマー
センターを本社から新築や改造や修繕という話
がいろいろくる中で、さすがに山口県は私も行っ
たことないので、ちょっとご勘弁願いたいと話
しましたが、入札には参加して欲しい、という
ことで、見積もりの金額とプレゼンテーション
をしてくださいということで、初めてのパワー
ポイントを使いながら、徹夜をして、3DのCAD
起こしてってプレゼンを私1人でやりまして、
で、プレゼンも見積もりも評価が2番。だけど
も、山口県の仕事はキハラさんお願いしますと
いうことで、ちょっとびっくりしたんですけれ
ども、2番でいいのでしょうかというお話だっ
たんですけども、ぜひという事だったので、あ
りがたくお仕事をいただきました。
山口県の現場は私が8月に社長に就任するの
わかっていたんですが、うちの従業員は誰も行
かせられる人間がいなくてですね、地元の現場
を受け持っていたので、私が担当するしかない。

Rotary Weekly Report
ということで、月1回の定例も日帰りで行ける
ことがわかりまして、実は、朝、私は熊谷の6
時の始発の新幹線乗ると、お昼からの定例会議
に出席できまして、山口で4時ぐらいの新幹線
乗ると、夜11時には自宅に着いているというこ
となんで、当社は九州までが日帰りだと、私が
勝手に前例を作りまして、非常に社員は困惑状
況で出張は勘弁して下さい。と私は半分冗談な
ので、皆さんはちゃんと泊まってくださいとい
うことで、当社、結構泊まりの現場が多いとい
うことで、みんな大変な中、非常に頑張ってく
れているので、少数精鋭ですが、少ない人数の
中でも、一生懸命この会社が発展できていけば
いいのかな、と思っております。
基本的にできない仕事はないと勝手に自負し
ておりますので、どんな仕事でもどんなことで
も対応していきたいなと思っておりますが、や
はりロータリーの皆さんにも助けていただきな
がらという中で、早速鈴木(裕)会員に助けてい
ただきまして、当社ホームページがあったんで
すけども、ホームページなかなか今の時代に適
してない感じで、それを悩んでいたところ、た
またまちょっと話したら、ホームページ作成も
されているということで、ここはもう何とかお
願いしたいなということで、いや、こんな身近
で、助けていただけるっていうのは、やはりロー
タリーに入った良さは、4ヶ月ですが、実感さ
せていただきました。
その中で私事の話ばかりでしたが、私の生ま
れと会社のことですが、これからも、小澤パス
ト会長から言われた、続けていくことと、継続
は力なりっていうのは非常に私も大事なんだな
と思いましたし、ロータリーも会社も長く続け
ていけることを、精進しながら頑張っていきた
いなと思っておりまして、私、SAAというのも、
今回任命いただきまして、横で、渡邊パスト会
長に手取り足取り、毎回教えていただきながら
少しずつ覚えていきたいなと、思っております。
襷をつけていこうかいくまいか悩んだのです
が、あの襷のおかげでお腹の出具合がわかるの
で、ちょっと外させていただきました（笑）
先ほど藤井幹事から地区ゴルフのお話もいた
だきましたし、私今年は何とかこのお腹を引っ
込めて、ゴルフのスコアも体重も100を切れる
ように頑張って行きたいなという。前会長もチ
ラッとそんな話を聞きながら、でも達成されて
いたことに、私もできないことはないかなと思
いにぜひ皆さんにゴルフのお誘いもいただきな
がら、ダイエットを兼ねて頑張っていきたいと
思いますので、皆さん、これからもどうぞ、ご
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指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。本日
はどうもありがとうございました。

プログラム及び出席状況報告 岡崎委員長
本日は沢山の方々にご出席いただきまして有
難うございます。大澤年度が始まり今回の出席
が一番多い日となりました。
宮澤直前ガバナー補佐、前回は素晴らしい研
修をして頂きどうもありがとうございました。
また、週報があることで忘れた内容を見直すこ
とできるので良かったです。
寺嶋会員、素晴らしい卓話をありがとうござ
いました。
また来週は入会希望者の方がお見えになります
ので、是非沢山の方で迎えていただければと思
います。

＜出席率＞
会員28名
出席22名（ZOOM含む）
欠席 9名
出席率 78.5％
MUカード3枚
修正出席率 89.3％

