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皆様、こんにちは。
今日は、米山記念奨学生のバルデ エド
リッサさんが例会に来ていただいておりま
す。エドさんにはこの後、支給式をさせて
いただきますのでよろしくお願いいたします。
また、本日の例会は髙氏英年会員の新会員卓話です。髙氏
会員よろしくお願いいたします。
さて、先日５クラブの会長幹事で帯広市長表敬訪問と北海
道新聞社、十勝毎日新聞社へ就任の挨拶を大塚幹事と行って
まいりました。市長表敬訪問ではコロナについての話が主題
でしたが、その中で小中学校等の学習環境のＩＣＴ化に向け
ての構内無線ＬＡＮ環境整備を進めていくとのことでした。
このコロナ禍で子供たちの学習環境も急速に変わっていくも
のと思います。子供たちのために早く環境整備が出来ればと
思います。詳しくは木幡会員に聞いていただければと思います。
そして、５クラブの会長と話をした中では、会議・行事の
運営については皆さん苦労しているところですが、８月から
は通常通りの例会になっているようです。
ただ、このお盆休み期間中にどれだけ人の移動があるか分
からない状況で８月中の例会・行事に関しては会員の健康と
安全を最優先に考え決断していかなければならないと思います。
今年度はガバナー公式訪問の時に開催されているクラブ協
議会はありませんが、先週東クラブの第３回クラブ協議会を
開催させていただき、今年度のクラブ運営について再確認を
させていただきました。理事・役員、委員長の皆さんにはご
苦労おかけいたしますがよろしくお願いします。
ガバナー公式訪問は直接訪問で開催予定です。松田ガバナ
ーもガバナー公式訪問をとても楽しみにしているとの連絡も
いただいております。
ガバナー公式訪問では松田英郎ガバナー、同行者として第
６分区柴田博美ガバナー補佐、随行者として小林裕幸副幹事、
田中恵造ＶＴＴ小委員会委員と南クラブの佐伯大輔セクレタ
リーの５名の皆様にご参加いただく予定です。
ここで、何故？ＶＴＴ小委員会委員の田中さんが…と思い
ましたが、ひそかに私もＶＴＴ小委員会の委員だったことに
気が付きました。勝手な思い込みかもしれませんが、お気遣
いをいただき随行者として来ていただけるものと思います。
以上、会長挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

会務報告

大塚

①帯広東ＲＣ、家族野遊会開催のご案内
日 時 令和２年８月23日（日） 午前10時：帯広駅集合
場 所 池田ワイン城
※尚、８月18日（火）の繰下げ例会と致します。
②帯広東ＲＣ、ガバナー公式訪問例会開催のご案内
日 時 令和２年８月25日（火） 午後０時～午後１時
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
※記念写真撮影は、例会終了後13：00より行います。
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８月４日分
誠 会長 今日から髙氏さんが東クラブの仲間に
◦池田
なっていただくことになりました。宜しくお願いいたします。
大塚 正昭 幹事 今年最初の収穫物、小麦、無事刈り取
◦
りを終えました、収穫は平年並みの量です。
◦板倉 利男 会員 本日、拙い話しをさせて頂きます。
亭 会員 髙氏君の仲間入りです。会員の皆様に
◦西藤
賛同いただきありがとうございます。
加藤 昭治 会員 誕生日に記念品を頂き有難うございま
◦
した。
西田 重人 会員 今月は誕生月と結婚月ですのでニコニ
◦
コします。
高紀 会員 髙氏さん、入会おめでとうございます。
◦角
肇 会員 髙氏英年さん、ようこそ東ロータリー
◦加藤
クラブにおいでいただきました。
８月11日分
誠 会長 今日は髙氏さんの会員卓話、楽しみに
◦池田
しています。
◦大塚 正昭 幹事 暦の上では立秋ですが、本日34度の予報、
まだまだ夏ですね。
進 会員 本日34度だそうです。暑いのでニコニ
◦高田
コします。
一 会員 暑中お見舞い申し上げます。
◦曽根
◦古川 直也 会員 誕生日の記念品を頂き有難うございました。
◦加藤 武志 会員 髙氏英年さんの入会、本当にありがと
うございました。末長いお付き合い宜しくお願いします。

◦及川 武一 会員 髙氏さん御入会おめでとうございます。
宮前会長には、私も入会以来大変可愛がって頂きました、
もっと多くの事を勉強させて頂きたかったと想っております。
宮前会長の意志を継がれている髙氏さんと一緒に活動でき
る事をとても嬉しく思っております。宜しくお願い致します。
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【新会員卓話】
髙氏 英年 会員
先週の例会より
帯広東ロータリー
クラブに入会させ
ていただきました帯広公害防止技術センターの髙氏でござい
ます。今回、新入会員卓話ということでお時間を頂きました
ので、まずは自己紹介と会社の業務内容についてお話をさせ
ていただこうと思います。
私は昭和47年１月４日生まれの48歳、ねずみ年、山羊座、
Ａ型です。実は生まれてから一度も帯広以外に住んだことが
ないという純粋な帯広人です。男３人兄弟の次男で、啓西小、
五中、柏葉高校、そして帯広畜産大学へと進学をしました。
よく皆さんになぜ畜産大学へ進学したのかと聞かれることが
あるのですが、実は志望して入ったわけではありません。大
学入試センター試験の結果があまりにも悪く、国公立の大学
で受験できるような大学がありませんでした。担任の先生か
ら他の大学をわざわざ受けに行くのはお金と時間の無駄だけ
ど、せめて地元の大学ぐらい受験してみたらどうだと言われ、
言われるがままに受験したところ、たまたま二次試験の結果
が良くてまぐれで受かってしまったというのが事実です。合
格通知が来た後も札幌で浪人したいと両親に話しをしたので
すが、畜大に行けば車を買ってやると言われ、見事に物に釣
られてしまったということです。入学直後はあまり授業にも
興味は沸かず、ラグビーとアルバイトに明け暮れていました。
３年生からは真面目に畜産機械学研究室というところに所属
をして、大学生らしく研究を行いました。この研究室では主
に搾乳ロボットの研究とメタンガス発酵の研究があり、私は
メタンガス発酵の研究を専攻しました。現在では家畜の糞尿
を利用したバイオガス発電プラントは十勝でも普及しつつあ
りますが、当時はまだ基礎研究の段階で、私はさまざまな家
畜の糞 ( 牛、馬、豚、鳥 ) の粘度や流動特性を調べたり、机
の上に並べられた発酵装置で各糞から出るメタンガスの発生
量を調べるなどの研究をし、何とか卒業することができまし
た。大学時代に知り合った今の妻とは26歳の時に結婚し、現
在中学１年生の一人息子と犬１匹で生活をしています。共働
き家庭で妻は帯広高等看護学院で教員をしています。私の趣
味は体を動かすこと、下手くそですがゴルフも大好きです。
また、中学時代から始めたラグビーは今でも社会人チームに
所属し、選手として試合に出場しています。自分が楽しむだ
けではなく、週２回、帯広ラグビースクールでコーチを務め、
子供たちにラグビーの楽しさを教えています。私は大学卒業
後、父が日本美装工業の帯広営業所長をしていたこともあり、
その会社ヘ入社し、平成10年に株式会社ビルテクノスを設立･
独立を果たしました。現在ビルテクノスは部下へ社長を譲り、
私は代表取締役会長という立場になっています。帯広公害防
止技術センターヘは平成22年10月に入社、平成27年より社長

を務めさせていただいております。弊社は昭和50年に小渾義
征さんが創業された会社で、平成13年より宮前さんが社長を
務めておりました。元々私の父が小澤さんと友人であり公害
の株主だったこと、社長だった宮前さんが後継者を社内では
なく社外に探していたこと、当時ビルテクノスの経営があま
りうまくいってなかったことなど、いろいろな縁とタイミン
グが重なり、平成21年に宮前さんから私に公害の社長をやっ
てみないかと声をかけていただいたというのが入社のきっか
けでした。正直、決断するまでにはかなり悩みましたし、時
間もかかりましたが、公害に入社してからは当時の宮前社長
の元で一から営業や組織、会社経営について学び直すことが
でき、本当にいい勉強をさせていただいたと感謝しています。
２社でのシナジー効果もあり、現在は公
害、ビルテクノスともに業績を順調に伸
ばしています。宮前会長には今年から代
表権が外れ、ゆっくりとしてもらおうと
思っていた矢先に亡くなられたことは非
常に残念でなりません。小澤さん、宮前さんへの恩返しとし
ても会社を立派に成長させていこうと改めて決心した次第で
す。最後になりますが、簡単に会社の業務内容についてご紹
介させていただきます。弊社はビルメンテナンス業 ( 清掃 ･
設備管理 ･ 警備 ･ 環境衛生 ) を中心に様々な業務を行ってい
ます。主なところでは帯広の森運動公園内にあるスケートリ
ンク施設 ( 明治北海道十勝オーバル ･ アイスアリーナ ･ スポ
ーツセンター) での氷の維持管理、冷凍機や整氷車の運転な
どを行っており、特に明治北海道十勝オーバルはナショナル
トレーニングセンターにも指定されていますので、国内トッ
プ選手にとって滑りやすい、また記録の出やすい氷造りを目
指して日々研究を重ねています。また、清水町にありますプ
リマハムの北海道工場ではボイラー等の熱管理や商品の発送
業務、ハム ･ ソーセージ製造機械の洗浄 ･ 殺菌業務 ( サニテ
ーション )、給食配送センターでは職員用のお弁当作りなど
を請け負っています。プリマハム製品の販売も行っています
ので、お中元 ･ お歳暮の際には贈り物として是非ご利用下さ
い。その他ホテルのベッドメイクや最近ではコロナの関係も
あり清掃用品や衛生消耗品 ( マスク、フェイスシールド、使
い捨て手袋、アルコール消毒液、非接触型体温計など ) の販
売にも力を入れています。また、最近特に力を入れて取り組
んでいるのが、太陽光発電パネルの洗浄業務です。太陽光発
電の固定価格買取制度 ( ＦＩＴ ) が始まって約８年が経過し
ています。近年ではパネルの蓄積した汚れにより発電量が落
ちているとの問い合わせが多くなってきていますので、ビル
メンテナンス業で培ったガラス清掃技術と北海道内には３台
しかないＰＶクリーナーという専用機械を使用してパネルの
洗浄業務に取り組んでおります。入会したばかりでロータリ
ークラブについては右も左もわからない若輩者でございます。
一日も早く宮前さん同様、皆様方のお仲間になれるよう努力
してまいりますので、何卒ご指導とご鞭撻をいただきますよ
うお願い申し上げます。
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次回プログラム予定
令和２年８月23日（日）
「家族野遊会」於：池田ワイン城（親睦活動委員会）
※８月18日（火）の繰下げ例会

