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◆ＳＡＡ一同

第 1420 回 （本年度 15 回）

早いもので今年も 1 ヶ月経ちました。先週の大雪もあり、
まだまだ寒い日が続きます。インフルエンザも流行って
おります。お互いに体調気を付けて乗り切りましょう。

平成 30 年 2 月 1 日（木）
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◆親睦委員会

「みんなニコニコ」

会 長

様（福岡城東ＲＣ）
宮崎玲児 親睦･出席委員長
出 席

２８名

２２名

欠 席
６名

宮崎 玲児 委員長

本日は渡久地さんの入会卓話です。楽しみにしていまし
た。宜しくお願いします。

出 席 率
８４．６２％

前々回(1 月 11 日) 欠席 7 名
Make up 2 名 ９２．００％
欠席者：今井会員、髙木会員、都倉会員、内藤会員

お祝い おめでとうございます♪
島田 叔昌 会員（Ｓ１１．２．５生）
坂本 耕一 会員（Ｓ５５．２．２６生）

小泉 正博 会員・市川 功一 会員・江口 進 会員
会田 公雄 会員・山本 剛 会員・渡久地政房会員
東出 隆裕 会員・徳安 久是 会員・坂口 精一 会員
神谷
直 会員・堤
研司 会員・Mr.SUZUKI 会員
ニコニコボックス

本日

14,000 円

累計

356,008 円

記念日ニコニコ

本日

0円

累計

65,000 円

委員会報告
◆親睦委員会

宮崎 玲児 委員長

2月16日、17日の熱海親睦旅行は12名の出席という事に
なりました。 出席者の方には改めて詳細をお伝えいた
します。

◆戸張 博康 会員
毎年やらせていただいております書損じハガキですが
昔の50円のものでも大丈夫です。3月末位まで行ってお
りますのでよろしくお願い致します。

◆親睦委員会ゴルフ同好会

東出 隆裕 会員

第2グループ6RC合同ゴルフコンペが平成30年4月6日
(金)本厚木カントリークラブにて8時45分集合で開催さ
れます。是非ご参加いただければと思います。参加され
る方は私にお声掛けください。よろしくお願い致します。

◆国際奉仕委員会

ニコニコ報告
◆高瀬

宮崎玲児

建夫 会長 ・河合

親睦委員長
束 幹事

早いもので今年も 1 ヵ月過ぎました。特に今年は冬が長
く感じます。また今夜雪が降る予報が出ています。外出
と車の運転は控えましょう。

◆若狭

滋則 会員

渡久地政房会員、本日の入会卓話 よろしくお願い致し
ます。

◆小林

正樹 会員

待ってました！渡久地さん。卓話楽しみにしていました。

徳安 久是 委員長

国際奉仕からのご案内です。年が変わりも皆様の所に寄
附金控除の書類等が届いているかと思いますが、寄付を
集めるのはまだ終わっておりません。米山奨学財団の寄
付、財団寄付、このふたつは引き続き受付けをしており
ます。特に財団寄附金については当クラブから財団奨学
金をいただく予定者の推薦を本日提出した関係もござ
いますので、是非、皆様方にご協力、ご尽力いただけれ
ばと思います。

◆次年度幹事

徳安 久是 会員

次年度の委員会構成表をポスティングしております。ご
確認いただき、支障等ございましたら至急私か小泉次年
度会長のところへご報告ください。

入会卓話

渡久地 政房 会員

去年の６月頃
若狭会員の紹介
を受けまして入
会をしました、渡
久地です。宜しく
お願いします。
私は 1964 年(昭
和 39 年)6 月 22
日沖縄県国頭郡
本部町で、父渡久
地政栄、母房子の
四男として生ま
れました。
その年は日本
が東京オリンピックでわいてた年でもあります。し
かしながら沖縄はまだアメリカの統治下にあり、オ
リンピックはあまり観れなかったそうです。その原
因の一つでテレビの普及が本土より遅れていたから
だそうです。
1972(昭和 47 年)年に日本に復帰するまでは、お金
はドルを使ってました。私が小学三年生の頃です。
当時の担任の先生が給料袋からお金を取りだし、こ
れが日本のお金です。と、見せた事をいまだに覚え
ています。
その後、沖縄海洋博覧会が開催されました。(現在
美ら海水族館)がある所ですがまさにそこが私の地
元です。水族館の下に砂浜の綺麗な海があって、そ
こで毎日のようにみんなで遊んでました。今は遊ぶ
事が出来ないので残念です。
昭和 53 年 7 月 30 に車の通行が右側通行から左側
通行にも変わりました。私が中学生の頃です。その
ころは、子供ながらにアメリカから日本へ、ドルか
ら円へ、車は右から左へと、世の中は大きく、早く、
大胆に変わって行くもんだなぁーと、思ってました。
今思うと、何が何だか解らなかったのですが、中々
体験の出来ない事が出来て良かったと思ってます。
その後(中学二年の時)陸上の走り高跳びで、県で
一位になり、沖縄県代表として、全国大会へ出まし
た。その時初めて沖縄県外へと、初めて飛行機に乗
りました。結果は散々で、どの競技も全国と沖縄の
差はかなりありました。これが本当に同じ年の子達
かと言う位のレベルの差があり、非常にショックを
受けて帰って来た記憶があります。
その後名護市にある、沖縄県立高校に進みました。
名護市は東シナ海側に日本ハムファイターズのキャ
ンプ地、太平洋側に今世間を騒がせている辺野古基
地が在るところです。高校のころは、キャンプを見
に行ったり、基地周辺の海でバーベキューなど、よ

くやりました。ちなみにゴルフで有名な藍ちゃんこ
と宮里三兄弟も名護市東村出身です。その高校の建
築科を出て、1982 年(昭和 57 年)18 才の時、港区の
三田にある東京読売理工専門学校の土木工学科に入
学しました。勿論初めての東京です。それは、驚き、
感激の連続でした。
まず、新宿の高層ビル群、何処に行っても人だら
け、勿論電車に乗るのも初めてで、毎日が新しい発
見で、とても新鮮で楽しく、学校もろくすっぽ行か
なく遊んでばかりいて、気ずいたら 5,6 年が経って
ました。
さすがに、これじゃまずいと思い、26 才の時結婚
と同時に子供が出来て、真面目に仕事をやろうと思
い、現場の仕事に就きました。
元々、建築科を出て、図面を書いていたので、図
面を読むのは簡単で、直ぐに即戦力として働き、独
立に向けて必要な資格を取得し、３０才の時、(有)
渡久地工業を立ち上げ、今のリクシルの前身で、ト
ステムの協力会社として仕事をするようになりまし
た。仕事内容は鋼製建具取り付け業という分類に区
分され、主にメーカーさんの、ビル用サッシュを現
場にて取り付けてます。
皆さんが知ってるサッシュも取り付けますが、高
層ビルで一面ガラス貼りのビルを見かける思います
が、その工事を専門にやってます。代表的なビルと
して、虎ノ門ヒルズ、六本木ヒルズ、スカイツリー
の展望台、ディスクニーシ－、ランド後小杉で最初
たったタワーマンションのサッシュ取り付けもわが
社でやりました。今後はオリンピック関連の工事を
やって行く予定です。

両親

大正 8 年生まれ、100 歳になります。

