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・例会月日 平成 30年 10月 2日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「君が代」「奉仕の理想」 

・ロータリーの目的・四つのテスト 坪井明会員 

・司会者名 秋元志津子出席会場委員長 ・発行月日 平成 30年 10月 23日（火） 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

  今日はピアノについてあ

れこれ話しをしたいと思いま

す。 

 まず、ピアノの名前の由来

から。由来は「弱い音から強

い音まで自在に出せるハープ

シコード（チェンバロ）」を意

味するイタリア語「グラヴィ

チェンバロ・コル・ピアノ・

エ・フォルテ」と言うから来ています。弱い音の「ピアノ」、

強い音の「フォルテ」を組み合わせた「ピアノフォルテ」

がピアノの正式名称です。 

ピアノの鍵盤について。色が白と黒だということは皆さ

んご存知だと思います。では、なぜ白と黒なのでしょうか？

それは、材質に由来していると言われています。バロック

時代（１７世紀初頭から１８世紀中ごろまでで、ヨーロッ

パ音楽を生み出した時代）には白い鍵盤には象牙が、黒い

鍵盤には黒檀が主に使われていました。指触りや耐久性の

面から象牙や黒檀が鍵盤に適していたということです。ち

なみに、当時は白鍵と黒鍵が逆だったらしいです。１８世

紀後半から１９世紀になって今の鍵盤になったとのこと。

理由は白をメインにしたほうが見た目が良いからとか、ピ

アノが富裕層の証であるため高価な象牙を多く使うように

なったとか言われています。ちなみに今の鍵盤はプラスチ

ック系の素材です。 

 次に、白鍵と黒鍵を併せた鍵盤の数はご存知でしょう

か？８８です。ピアノが発明された時は５４鍵でしたが、

時代と共に広い音域を表現できるように８８まで増えたと

のことです。鍵盤が８８あるということは、音域が８８と

言うことですが、これは人間が聞き分けることができる音

域だからとのこと。ただし全部の鍵盤が使われているかと

言うとそういうわけでもなく、最高音の３鍵は使われるこ

ともあまり無いらしく、その３鍵は不要と言うピアノメー

カーもあるみたいです。 

 ピアノの足元にあるペダルは、３本あります。右のペダ

ルは全ての音を十分に響かせる効果が、左のペダルは音を

柔らかくする効果が、真中のペダルは特定の音だけを響か

せる効果があるそうです。ただ、真中のペダルはあまり使

うことが無いみたいです。 

 

  

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．グローバル補助金セミナーの案

内が来ています。 

  日時 2018年 10月 26日（金）

18時 

  場所浦和コミュニティセンター    

２．ＲＩ日本事務局より財団室ＮＥ

ＷＳが来ています。  

３．地区事務所より「2019-2020地

区役員推薦」の案内が来ています。  

４．地区よりＲＬＩパートⅡの案内

が来ています。   

  日時 2018年 11月 30日（金）9時 30分 

  場所 大宮ソニックシティ 

５．地区より第 2770地区女子会開催案内が来ています。 

  日時 2018年 12月 5日（水）17時 

  場所 Ｔ・Ｔ・Ｃｕｃｉｎａ 

６．地区よりクラブ紹介パンフレット提出のお願い我が来

ています。 

７．11月 11日（日）地区大会において、クラブ紹介の際に

会員の登壇があります。追って案内します。 

 

結婚・誕生祝い 
 誕生 小池和義会員（25日） 吉岡千代子事務員（25日） 

 結婚 近藤功会委員・徳子夫人（1日） 

高橋護会員・美佐夫人 

（14日） 

豊田明久会員・香代子夫人 

  

 

 

 

 

委員会報告 
 ■越谷市民まつりについて 小池和義社会奉仕委員長 

  ゴミステーションの担当を山下会員、中村会員にお願い 

します。 

  交通安全パレードに参加しますので、8 時 30 分に越谷

次月・次週インフォメーション 

10/9  通常例会 

10/16 通常例会 



小学校に集合をお願います。 

 

卓 話  山﨑晶弘会員 
 「我が生業 山商リフォー

ムサービス３５年の歩み」と言

うことで話をさせていただきま

す。リフォームの仕事を始めた

のは１９８３年ですので、今年

で３５年目です。始めた時は今

日みたいにいい天気で寒い日で

した。今はエンターネットから

の集客がほぼ１００%ですが、

当時はそういうものが無く、基

点を決めて１軒１軒家を回る営業方法でした。当時は６割

ほどが在宅されていましたが、ほとんど門前払いというこ

とでした。１２月の半ばから始めて、収入が無かったので

年を越えられるか不安でした。３週間も続くかどうかもわ

からなかった商売が３５年も続き、本当に今は天職に思っ

ています。来年消費税が上がり、東京オリンピックが終わ

った後に何とか勝ち残っていきたいと思っています。勝ち

残るとは、ハウスメーカーの買収話が銀行から来ると。そ

のためには売り上げが１００億円無いと銀行から企業とし

て見てもらえないという気持ちでいます。リフォームはな

かなか儲からず、苦しい商売です。途中で折れる人がいっ

ぱいいます。最後はどうなるかわかりませんが、自分の信

念に基づいてトライし、勝ち残ったらきれいに身を引こう

という思いです。無借金すごいね、とよく言われますが、

貸してもらえなかったというのが本当のところです。３０

年前に東京の蒲田から越谷に来て全く信用がありませんで

したので、銀行から相手にしてもらえないという考えがあ

りました。考えようによっては、お金がかからない商売と

言うことで、今は持たない経営に繋がっています。会社は

越谷から始めて、次に柏に店を出しました。それから東京

都下に行き、神奈川に行きました。概ね首都圏３０キロ圏

内です。一軒一軒、飛び込み営業をしていた時の経験から、

お客様の家に行って工事しますので、遠い会社には依頼し

ません。概ね１０キロを超えると依頼しなくなります。大

体１店舗の商圏が１０キロ以内で見ています。店は鉄道が

２路線ある場所を選び展開していきました。会社が無借金

でできる一つの理由が、新規出店費用の平均が敷金を除い

て２７６万円だからです。安く出店できる理由の一つが、

店の坪数が小さいことがあります。次に、什器備品が中古

と言うことです。全社員が集まって総決起大会を行いまし

た。その場で、社員に今年の指針を言いました、市場がこ

うで会社はこういう取り組みをしていると。敷いては今期

これだけの売り上げをする、と。２年続けて達成できなか

ったら、辞めるというか居てはいけない人間だと思ってい

ます。２年続けて達成できなかったら市場を読めないとい

うことで、そういう人が社長をやってはいけないと思って

います。会社ではＣＥＯと言う立場で、決済した以上はお

金の責任は自分が持っています。インターネットから来る

見積案件のうち３割は会社に人が足りなくて、断っていま

す。一軒一軒回って仕事をもらっていた経験からすると、

ネットからただ、そうは言っても名だたるライバル会社と

比べて格が下になってしまいます。そこで差を埋めるため

に、２つの事で日本一になりました。リモデルクラブの大

建工業部門とリクルートのリフォームのマッチングサイト

で日本一となりました。日本の着工件数は、今までが異常

な数だったと思います。戦争で焼け野原になり、復興する

のに団塊の世代が現れました。７２００万人分の家が必要

でした。さらに２００８年までは人口が増えて１億２８０

０万人までになりました。だから、家が足りなかったんで

す。家づくりは、本来は地元の大工がする商売でした。し

かし、多様な状況で供給が間に合わなかったので、大手が

工場で加工して現場で組み立てるということになりました。

昔は腕があればいくらでも仕事があると言われていました。

アベノミクスの新成長戦略の筆頭がリフォームです。リフ

ォームは６兆円市場で、中古住宅の流通が４兆円です。最

初の計画ではこれを２０２０年までに倍にするということ

です。新築建物を建てられると空き家が増えて国が困ると。

また、人口が減っていくので、１０年前から開発をしてい

ても土地が空いています。そうするとスーパーなどができ

ず利便性が向上しません。より利便の良い場所と言うと、

昔ながらの場所で中古住宅が多くなっています。ただ、リ

フォーム業者に等しくチャンスは来ません。地デジ特需の

時に恩恵を受けたのは家電量販店だけでした。町の電気屋

は恩恵を受けられませんでした。ブランディングとして客

に見せ方が必要になってきます。 

勝ってもおごり高ぶることなく、これからやっと良い思

いができるというときにいなくなろうか、という決意を新

たにしたいと思います。 

 

■スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

週末の台風は風が強かったですね。皆さまは大丈夫だっ

たでしょうか？本日もよろしくお願いします。  

高橋護会長 

本日もよろしくお願いいたします。    菊地貴光幹事 

本日もよろしくお願いします。市民まつりもご協力願い

ます。                   小池和義 

今日はとても気持ちの良い日となりました。山﨑会員、

今日の卓話を楽しみにしておりました。よろしくお願い致

します。                 秋元志津子 

秋晴れです。例会宜しくお願い致します。  中村隆雄 

良い季節を迎えました。この季節を楽しみたいものです。

今日も宜しくお願いします。          坪井明 

秋らしくなりました。明るく元気で頑張りましょう！ 

仲文成 

９月３０日のとても強い台風２４号の被害どうでした

か？本日もよろしく。            山下良雄 

お世話になります。            武藤正雄 

今日は良い天気ですね(^O^)／       山﨑晶弘 

 

 

■出席報告 小池和義社会奉仕委員長 

 

会員

数 

出免

除 

 出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

19 名 2 名  10 名 7 名 3 名 76.5％ 


