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2020年～2021年度 国際ロータリークラブ会長テーマ

2020年～2021年度 会長 ホルガー・クナーク
ロータリーは機会の扉を開く

2020年～2021年度 東京福生ロータリークラブ会長テーマ

2020年～2021年度 会長 齋藤文人
「つなげようロータリーの輪・つたえようロータリアンの想い」
～すべてはみんなのために～ 

本日の
プログラム

次回の
プログラム
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2021.6.9 第2511回 例会《ロータリー親睦活動月間》

6月9日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

根岸会員：建築土木・不動産業部会 代表
貝塚会員：自動車・製造業部会　代表
※時短での開催（お弁当お持ち帰り）
　ハイブリット形式

6月23日㈬
クラブ協議会
点鐘：12時30分～

退任挨拶（各委員長・地区委員）
※時短での開催（お弁当お持ち帰り）
　ハイブリット形式
※6/16㈬は休会です。

医療機関寄贈。玉木医院長（西多摩医師会会長）と記念撮影（於 ： 福生クリニック）



・点　鐘　齋藤会長

・ロータリーソング
　「我等の生業」   

・お客様紹介　齋藤会長
　
　◇ロータリー米山記念奨学生　
　　盧　菲（ロ  ヒ）様

　◇早稲田大学　大学院生　
　　　舒　浩璐（ショ  コウロ）様

　会長：（入会証書の読み上げならびに授与）
　　　 （ロータリー資料）（贈呈）　　　　

　　　　新会員：武藤　政義（むとう　まさよし）様
・入会式

　会長：武藤　政義さん
　　　 東京福生ロータリークラブへのご入会おめでとう
　　　 ございます。全会員を代表して心からお慶び申
　　　 しあげます。
　　　 ロータリークラブには3つの責務があります。
　　　 例会への出席・会費の納入・ロータリーの友の
　　　 購読です。これから共に活動出来ること嬉しく
　　　 思います。



　会長：（武藤さんに会員章装着）
　　　 （木村委員長にスポンサーバッチ贈呈）

　武藤さんの紹介（推薦者木村委員長）

　会長：新入会員の武藤政義さんは今年度、SAA委員会
　　　 と社会奉仕委員会の2つの委員会の委員に
　　　 任命されました。皆さんよろしくお願いします。

　武藤さんご挨拶

・出席報告　宮﨑出席委員長

Zoom参加者 ： 武藤会員（会長出席扱い承認済）

会 員 出 席 欠 席 免 除 出席率

 46名 39名 6名 1名 86.67%

出席報告 2021年6月9日
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・会長報告

　◇ロータリー米山記念奨学生　盧　菲（ロ  ヒ）様へ
　　奨学金をお渡しします。

　◇鳳山RCより新型コロナウイルスワクチン　
　　日本政府からの調達のお礼が届きました。
　　齋藤会長より返信しました。
　



　◇医療機関寄贈（マスク及び防護服）本日15時～
　　場　所：福生クリニック　
　　　　 　玉木医院長（西多摩医師会会長）
　　参加者：木村会員、冨田会員、佐藤社会奉仕委員長、
　　　　　 入江幹事、齋藤会長
　　西多摩新聞、西の風の取材も手配してもらいました。

・幹事報告
　◇第2510回（6/2）配布しました。
　◇東京東久留米RC　
　　創立50周年記念誌が届きました。 
　◇例会変更が東京東村山RC、東京東大和RC、
　　東京秋川RC、東京江戸川中央RC、
　　東京臨海東RCより届きました。
　◇福生市商工会より役員就任の挨拶状が届きました。
　◇明日6/10　米山奨学生交流会　
　　Zoomで開催されます。
　　盧菲さん、五十嵐カウンセラー 出席予定です。
　◇次週6/16の例会は休会となります。
　◇例会後　次年度第4回理事会を開催します。
　◇例会後　現次年度合同 SAA委員会を開催します。
　◇希望の風募金　ご協力お願いします。



　◇橋本ロータリー東日本第震災青少年支援連絡
　　協議会副委員長
　　「希望の風　ロータリー希望の風奨学金　10年の
　　  あゆみ」配布いたします。

・委員会報告 　◇佐藤社会奉仕委員長
　　2021-22年度R財団地区補助金プロジェクト候補
　　として地区推薦のお知らせ

　◇鳥居次年度クラブ奉仕委員長（研修担当）
　　7/8（木）16-18時　Zoom開催　
　　もっと元気なクラブになるためのワークショップ
　　入会3年未満の方々に向けたワークショップに
　　ついて　参加者募集

　◇熊谷次年度会報・HP委員長
　　6/23（水）例会後　次年度委員会を開催します。



　◇齋藤次年度会員増強委員長
　　6/2　第1回会員増強委員会報告

　◇岡田会長エレクト
　　6/4　次年度第1回多摩分区連絡会報告

・ニコニコＢＯＸ

　齋藤　文人会長　
　　武藤さん入会おめでとうございます。一緒にロータ
　　リー活動ができる事を楽しみなしています。
　　米山奨学生　盧　菲（ロ  ヒ）さん、
　　早稲田大学　舒　浩璐さん 本日も例会参加ありが
　　とうございます。
　　根岸会員（建築土木・不動産業　部会　代表）
　　貝塚会員（自動車・製造業部会　代表）
　　卓話楽しみにしています。
　　会員の皆様　本日の例会も宜しくお願い致します。
　木村　敦史会員　
　　シックスナインの記念すべき日にご入会おめでとう
　　ございます。気持ち良く活動しましょう。
　五十嵐　治会員　
　　ロヒさん先月は緊張の中 ご一緒出来ずスミマセン
　　でした。本日例会楽しんで行って下さい。
　入江　誠一会員　
　　ロヒさん　ショコウロさん　ようこそ
　　武藤政義さん入会おめでとうございます。
　　会員の皆様　本日も宜しくお願いいたします。
　岡田　丈尋会員　
　　武藤さん入会おめでとうございます。
　　根岸さん、貝塚さん　卓話楽しみにしてます。
　佐藤　和義会員　
　　地区補助金申請　おかげ様で内諾頂きました。
　　正式発表はこれからですが　皆様のお陰でひとまず　
　　ここまでこれました。引き続きよろしくお願い致します。
　宮﨑　慶男会員　
　　武藤政義様　入会おめでとうございます。
　　根岸会員　貝塚会員　卓話よろしくお願いします。
　佐々木美之会員　
　　根岸さん 貝塚さん 本日卓話宜しくお願い致します。
　　次年度第1回多摩分区連絡会 6/4 当クラブホスト
　　で無事開催出来ました。残金ニコニコに入れます。

本日の合計額　¥58,750

累計 ¥2,561,725



　◇根岸　美雪会員
　　建築土木・不動産業部会　代表

・卓　話　（部会会員卓話）

　皆様、あらためまして、こんにちは!(^^)!　根岸で
ございます。お恥ずかしながら、建築土木・不動産業
部会を代表してお話をさせて頂きます。よろしくお願
い致します。　
　まず冒頭に申上げておきたいことは、私は人前で
話をする事が、本当に苦手です。ツラの皮が厚く見
えるみたいですが、メチャクチャあがり症で、何年
たってもこれは成長出来ておりません。なので、これ
まで卓話をされてきた方々の様に、時には流暢に、
時には爆笑ネタを交えて話すとかは、残念ながら難
しいのですが、せっかく頂いた機会なので、下手でも
一生懸命話させて頂きます。
　カンペが無いと頭の中が真っ白になってしまうの
で、用意した原稿に目を落としながら失礼いたします
が、つたない話に少しの時間、お付合い下さいませ。
　私は平成29年（2017年）8月に、高橋会員にご紹
介頂き、当クラブ、東京福生ロータリークラブに入会
させて頂きました。今回、卓話をさせて頂くにあたり、
改めて自分の入会日を確認して、まだ2年目くらいの
つもりでいたのですが、早いもので4年生になってる
ことを知り、びっくりしました。
　それでは、私より後に入会されてきた方々に、根
岸美雪with西武住販を知って頂く為に、また先輩
方にも、より知って頂く為に、自己紹介をさせて頂き
ます。
　簡単に生い立ちからお話します。私は幼稚園ま
で、井の頭線の西永福という駅の近くの、母方の祖
母の家で暮らしていましたが、小学校へ上がる少し
前に、今の実家があります、青梅市の根ヶ布２丁目、
通称・多摩団地という所に引っ越しました。とてもタ
フな坂道があり、体力的には日常生活で普通に鍛え
られて育ちました。公立の小中学校を経て、人生最
初のしくじりは、都立高校受験失敗でした。なめてま

した。滑り止めで受かっていた超体育会系女子高で
軍隊張りの3年間を過ごしました。廊下で教師とす
れ違う時、機嫌が悪いと訳もなく殴られる様な、今で
言うスーパーパワハラ学校でしたが、ここで精神的
にはかなり鍛えられたと思います。卒業後、多摩信
用金庫へ入庫。約5年勤め、出産で退職。その後、2
人の娘を育てつつ幾つかの職を経て、とある不動
産会社へ経理として入り、これが今の仕事につなが
るきっかけとなりました。
　平成11年（1999年）11月に有限会社西武住販
を設立し、最初は羽村駅西口にあったとても古いア
パートの一階部分を改装してスタートしました。とて
も小さな店舗で、毎日ミスターG（ゴキブリさん）と格
闘する日々。お客様の真横でゴキジェットを噴射す
ることも多々ありました。
　平成18年（2006年）12月に現在の店舗に移転
し、その際、組織変更を行い、株式会社西武住販と
なりました。
　西武住販は不動産業と建設業の許認可をもって
営業しております。この二つの業種の大きなくくりの
中で、実際には、どんな分野をやっているのか、なに
が得意なのか、ご同業者様もいらっしゃる前で、恐
縮ではございますが、少しご説明させて下さい。
　まず、不動産業の方からご説明させて頂きます。
不動産仲介・分譲・買取等が主なところで、不動産
仲介、これは売買が中心となります。購入希望の方
に、新築住宅・中古住宅・土地・中古マンション・投
資物件・事業用物件など、当然ですが、それぞれに
売主さんがいいて、それらをご紹介させて頂きます。
　また、売却のご依頼に対しては、大手ポータルサ
イト及び自社ホームページに広告掲載をして、購入
希望者を探します。
　不動産分譲、これは自社（社有）物件の土地・建
物販売、主に土地を仕入（購入）し、建築条件付と
いう形で、建物を自社で建築し、セットで販売する形
式となります。あと、中古物件を買取ってリフォーム
を施し再販もしています。
　不動産買取、これは単純に不要となり売却した
い。相続等で売却したい。買換えによる売却不動産
の買取・下取り。なども行っていて、買い取った物件
が、先程の不動産分譲の所でまわっていきます。
　あと、賃貸物件の管理も、数は少ないのですが、
やらせて頂いております。不動産業としてはこれらを
主体として取り組んでおります。
　不動産業としての西武住販のアピールポイント
は、不動産業には珍しく、スタッフが長期定着。それ
により社内の雰囲気はアットホームでチームワーク
も良く、営業もギラついてないので、ご来店頂くお
客様からすると、押付けられ感が少ないと思います。

でも会社としては、緊張感が足りず、そこは物足りな
さを感じる部分でもあります。契約前の物件の調査
に関しては、とにかく細かく慎重にぬかりなくを徹底
していますので、ご安心頂けると思います。
　また、同じ仲介をメインとする同業他社と比較す
ると、不動産全般を取巻く税制や移り変る政策等に
対しての知識や意識は高いと自負しております。
　顧客の住宅ローン斡旋に関しても知識・経験とも
に豊富な営業が多いので、金融機関ごとの特徴を
捉え、事前にお客様にご協力頂くことで、他社さん
では通せなかった住宅ローンでも通す自信はありま
す。ただ、どうあがいても無理なケースも勿論ありま
す。また、他社さんで、特に仲介を活発にやられてい
る会社は、住宅ローンの斡旋や持込、取引停止の
金融機関が意外とあるんですが、西武住販は、そう
いう処分を受けたことはありません。青梅の有名な
業者さんで、自らが持ち込むのは勿論、その業者が
仲介として取引に関わっているだけで、一切受付け
ないという金融機関からの処分を受けている業者も
あります。
　次に建設業のほうですが、こちらは、木造の在来
工法による注文住宅やリフォームや増改築、店舗改
装などを行っています。新築戸建ての建築がメイン
となっています。アパート等の共同住宅建設も出来
るのですが、あまり機会に恵まれず、経験を積んで
いきたい所ではあります。
　建設業としてのアピールポイントは、工務店さん
に丸投げせず自社施工に取組んでいる事でしょう
か？不動産業者が売主となる物件のほとんは、実際
に建築工事を行うのは、不動産会社から請け負った
工務店が行っています。それとは違い、西武住販が
工務店として、お客様との打合せは勿論、住宅資
材・住宅設備・電材等は直接仕入れ、職方さんの手
配や工程管理をも自社で行っているので、注文者
様の要望を含め、現場への指示がダイレクトに行え
ます。
　一次問屋若しくは二次問屋から直接仕入れを行
う事が出来るので、設備・建材・工法等、多様なメー
カーに対応が可能です。西多摩エリアではリクシル
製品を取扱う工務店が多い為、それらと差別化が
図れて、こだわり施工も実現可能となっています。
　一般のお客様の目安にして頂く、建物の標準的
な仕様に関しても、一般的な「建売住宅」とよりグ
レードの高い建材・住設等を採用し、建具に関して
は数社からご選択頂けるようにしています。また、自
社物件のうち1～2棟は常に客付前に建築し、「新
築住宅」として販売しながら、内覧できる物件を確
保するようにしています。
　不動産業と建設業を両立する利点として、両方
の観点からアドバイスが可能となり、俗に言う「建売

住宅」はお気に召さないが有名ハウスメーカーでは
予算が届かないという方も多く、その場合、不動産
業の立場で土地若しくは中古住宅を解体前提でご
紹介・仲介し、建設業の立場で建物の請負を頂い
たりしています。業種はまたがりますが、土地探しか
ら建物完成引渡まで、住宅ローンを含め一貫してお
世話できます。また、中古住宅や中古マンションも
購入検討段階でリフォームのご提示が社内で出来
ます。お引渡後もローン控除申告や確定申告、住
宅関連の給付金申請等々、様々なお手伝いもさせ
て頂いております。
　お仕事の内容に関しては、以上の様な感じで頑
張っています。
　あと、ここからは少し仕事内容からは離れます。全
く知名度がないのですが、西武住販には　TOTAL 
AMENITY PLANNER　というサブネームがありま
す。
　創業間もないころ、ロゴマークを広告会社の女
性の担当の方と色々模索していました。その時に、
その担当の方が提案してくれました。私は、このトー
タルアメニティープランナーがすごく気に入ってお
り、ロゴにもずっと使っています。アメニティーを癒し
の空間と解釈し、トータルアメニティープランナー
＝　快適な癒しの空間を総合的にご提案（プラン
ニング）させて頂きたいという意味合いがこめられて
おります。そして、癒しの空間とは家族の笑顔が満ち
あふれ、心が癒される住まいと位置付けております。
日々仕事として向合っていくと忘れてしまいがちです
が、お客様の夢の住まい創りをお手伝いさせて頂く
上で、とても大切な気持ちだと思っております。
　コロナ禍で出口が見えてこない日々が続いており
ます。その中で激流に巻込まれ仕事に多大な影響
を受けておられる方々も多くいらっしゃることと存じま
す。
　そんな中、比較的不動産業におきましては影響は
薄いと言われております。しかしながら、やはり当初
は客足も激減し、そんな中で動くお客様の属性や
質が変化しているように感じます。また問合せ方法
もメールが主流となりました。
　返事の帰って来ない、一方通行の問合せが多い
のです。当社西武住販は、コロナ以前より、お恥ず
かしながら少々業績がかんばしくなく、年間3000万
円ちかく広告費を費やして得たお客様へのアプ
ローチ方法やツール等の改革に奔走しながら、今期
はスタートダッシュを決め込む意気込に溢れており
ました。
　が、昨今のウッドショックにより、先行きが不透明
で、テンポの良い建築の計画が立てられない現状。
このウッドショックもコロナによる影響が発端で、そ

の後に色々な要因が絡み合って、今の状況に至っ
ていると聞いています。
　『神様は乗り越えられる試練しか与えない』と聞い
たことがあります。逆を言えば、乗り越えられないの
は、単に運が悪いとかではなく、自身に要因があると
いう事なのかな？とか、それにしても自分には試練が
多い気がしてならないと、そんな話を娘にしたら、「い
やいや、ママは自分からそっちに行ってるでしょ」と
言われました。どうやら娘達には、自ら面相臭い方へ
向かっているように見えているらしいです。ちなみに
私は、目の前の壁は、ぶっ壊して進むタイプなので、
もしかしたら、それって乗り越えてるわけじゃないの
か・・・と意味の分からない葛藤にかられたりもしま
す。
　若干、支離滅裂になりましたが、最後に・・・
　部会を立ち上げて頂き、こうして発信する機会を
与えて下さったことに、心から感謝を申し上げますと
ともに、皆様方と互いの仕事内容の理解度を高め、
仕事を依頼したり、依頼して頂いたり、また、協力し
て出来る事業があれば、一緒に参加させて頂けるよ
うになれれば嬉しいと思います。
　本日、話させて頂いただけで、ご理解頂けたかは
わかりませんが、とりあえず、西武住販ではエンド
ユーザーの方がメインターゲットとなっております。
　不動産をご購入したい方 ・ 売却したい方
　建物を建築したい方 ・ 建替をしたい方
　リフォームや増改築したい方 ・ 賃貸物件の管理
　を任せたい方
等々、ご検討されている方、これから検討する方が、
お近くにいらっしゃいましたら、是非、西武住販にも
聞いてみたら？とお口添え頂けたら嬉しいです。
　最後の最後に図々しくお願いを交えまして、本日
の卓話を終わらせて頂きます。
棒読みにも関わらず、ご清聴頂きまして、ありがとう
ございました。



　皆様、あらためまして、こんにちは!(^^)!　根岸で
ございます。お恥ずかしながら、建築土木・不動産業
部会を代表してお話をさせて頂きます。よろしくお願
い致します。　
　まず冒頭に申上げておきたいことは、私は人前で
話をする事が、本当に苦手です。ツラの皮が厚く見
えるみたいですが、メチャクチャあがり症で、何年
たってもこれは成長出来ておりません。なので、これ
まで卓話をされてきた方々の様に、時には流暢に、
時には爆笑ネタを交えて話すとかは、残念ながら難
しいのですが、せっかく頂いた機会なので、下手でも
一生懸命話させて頂きます。
　カンペが無いと頭の中が真っ白になってしまうの
で、用意した原稿に目を落としながら失礼いたします
が、つたない話に少しの時間、お付合い下さいませ。
　私は平成29年（2017年）8月に、高橋会員にご紹
介頂き、当クラブ、東京福生ロータリークラブに入会
させて頂きました。今回、卓話をさせて頂くにあたり、
改めて自分の入会日を確認して、まだ2年目くらいの
つもりでいたのですが、早いもので4年生になってる
ことを知り、びっくりしました。
　それでは、私より後に入会されてきた方々に、根
岸美雪with西武住販を知って頂く為に、また先輩
方にも、より知って頂く為に、自己紹介をさせて頂き
ます。
　簡単に生い立ちからお話します。私は幼稚園ま
で、井の頭線の西永福という駅の近くの、母方の祖
母の家で暮らしていましたが、小学校へ上がる少し
前に、今の実家があります、青梅市の根ヶ布２丁目、
通称・多摩団地という所に引っ越しました。とてもタ
フな坂道があり、体力的には日常生活で普通に鍛え
られて育ちました。公立の小中学校を経て、人生最
初のしくじりは、都立高校受験失敗でした。なめてま

した。滑り止めで受かっていた超体育会系女子高で
軍隊張りの3年間を過ごしました。廊下で教師とす
れ違う時、機嫌が悪いと訳もなく殴られる様な、今で
言うスーパーパワハラ学校でしたが、ここで精神的
にはかなり鍛えられたと思います。卒業後、多摩信
用金庫へ入庫。約5年勤め、出産で退職。その後、2
人の娘を育てつつ幾つかの職を経て、とある不動
産会社へ経理として入り、これが今の仕事につなが
るきっかけとなりました。
　平成11年（1999年）11月に有限会社西武住販
を設立し、最初は羽村駅西口にあったとても古いア
パートの一階部分を改装してスタートしました。とて
も小さな店舗で、毎日ミスターG（ゴキブリさん）と格
闘する日々。お客様の真横でゴキジェットを噴射す
ることも多々ありました。
　平成18年（2006年）12月に現在の店舗に移転
し、その際、組織変更を行い、株式会社西武住販と
なりました。
　西武住販は不動産業と建設業の許認可をもって
営業しております。この二つの業種の大きなくくりの
中で、実際には、どんな分野をやっているのか、なに
が得意なのか、ご同業者様もいらっしゃる前で、恐
縮ではございますが、少しご説明させて下さい。
　まず、不動産業の方からご説明させて頂きます。
不動産仲介・分譲・買取等が主なところで、不動産
仲介、これは売買が中心となります。購入希望の方
に、新築住宅・中古住宅・土地・中古マンション・投
資物件・事業用物件など、当然ですが、それぞれに
売主さんがいいて、それらをご紹介させて頂きます。
　また、売却のご依頼に対しては、大手ポータルサ
イト及び自社ホームページに広告掲載をして、購入
希望者を探します。
　不動産分譲、これは自社（社有）物件の土地・建
物販売、主に土地を仕入（購入）し、建築条件付と
いう形で、建物を自社で建築し、セットで販売する形
式となります。あと、中古物件を買取ってリフォーム
を施し再販もしています。
　不動産買取、これは単純に不要となり売却した
い。相続等で売却したい。買換えによる売却不動産
の買取・下取り。なども行っていて、買い取った物件
が、先程の不動産分譲の所でまわっていきます。
　あと、賃貸物件の管理も、数は少ないのですが、
やらせて頂いております。不動産業としてはこれらを
主体として取り組んでおります。
　不動産業としての西武住販のアピールポイント
は、不動産業には珍しく、スタッフが長期定着。それ
により社内の雰囲気はアットホームでチームワーク
も良く、営業もギラついてないので、ご来店頂くお
客様からすると、押付けられ感が少ないと思います。

でも会社としては、緊張感が足りず、そこは物足りな
さを感じる部分でもあります。契約前の物件の調査
に関しては、とにかく細かく慎重にぬかりなくを徹底
していますので、ご安心頂けると思います。
　また、同じ仲介をメインとする同業他社と比較す
ると、不動産全般を取巻く税制や移り変る政策等に
対しての知識や意識は高いと自負しております。
　顧客の住宅ローン斡旋に関しても知識・経験とも
に豊富な営業が多いので、金融機関ごとの特徴を
捉え、事前にお客様にご協力頂くことで、他社さん
では通せなかった住宅ローンでも通す自信はありま
す。ただ、どうあがいても無理なケースも勿論ありま
す。また、他社さんで、特に仲介を活発にやられてい
る会社は、住宅ローンの斡旋や持込、取引停止の
金融機関が意外とあるんですが、西武住販は、そう
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ます。お引渡後もローン控除申告や確定申告、住
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対しての知識や意識は高いと自負しております。
　顧客の住宅ローン斡旋に関しても知識・経験とも
に豊富な営業が多いので、金融機関ごとの特徴を
捉え、事前にお客様にご協力頂くことで、他社さん
では通せなかった住宅ローンでも通す自信はありま
す。ただ、どうあがいても無理なケースも勿論ありま
す。また、他社さんで、特に仲介を活発にやられてい
る会社は、住宅ローンの斡旋や持込、取引停止の
金融機関が意外とあるんですが、西武住販は、そう
いう処分を受けたことはありません。青梅の有名な
業者さんで、自らが持ち込むのは勿論、その業者が
仲介として取引に関わっているだけで、一切受付け
ないという金融機関からの処分を受けている業者も
あります。
　次に建設業のほうですが、こちらは、木造の在来
工法による注文住宅やリフォームや増改築、店舗改
装などを行っています。新築戸建ての建築がメイン
となっています。アパート等の共同住宅建設も出来
るのですが、あまり機会に恵まれず、経験を積んで
いきたい所ではあります。
　建設業としてのアピールポイントは、工務店さん
に丸投げせず自社施工に取組んでいる事でしょう
か？不動産業者が売主となる物件のほとんは、実際
に建築工事を行うのは、不動産会社から請け負った
工務店が行っています。それとは違い、西武住販が
工務店として、お客様との打合せは勿論、住宅資
材・住宅設備・電材等は直接仕入れ、職方さんの手
配や工程管理をも自社で行っているので、注文者
様の要望を含め、現場への指示がダイレクトに行え
ます。
　一次問屋若しくは二次問屋から直接仕入れを行
う事が出来るので、設備・建材・工法等、多様なメー
カーに対応が可能です。西多摩エリアではリクシル
製品を取扱う工務店が多い為、それらと差別化が
図れて、こだわり施工も実現可能となっています。
　一般のお客様の目安にして頂く、建物の標準的
な仕様に関しても、一般的な「建売住宅」とよりグ
レードの高い建材・住設等を採用し、建具に関して
は数社からご選択頂けるようにしています。また、自
社物件のうち1～2棟は常に客付前に建築し、「新
築住宅」として販売しながら、内覧できる物件を確
保するようにしています。
　不動産業と建設業を両立する利点として、両方
の観点からアドバイスが可能となり、俗に言う「建売

住宅」はお気に召さないが有名ハウスメーカーでは
予算が届かないという方も多く、その場合、不動産
業の立場で土地若しくは中古住宅を解体前提でご
紹介・仲介し、建設業の立場で建物の請負を頂い
たりしています。業種はまたがりますが、土地探しか
ら建物完成引渡まで、住宅ローンを含め一貫してお
世話できます。また、中古住宅や中古マンションも
購入検討段階でリフォームのご提示が社内で出来
ます。お引渡後もローン控除申告や確定申告、住
宅関連の給付金申請等々、様々なお手伝いもさせ
て頂いております。
　お仕事の内容に関しては、以上の様な感じで頑
張っています。
　あと、ここからは少し仕事内容からは離れます。全
く知名度がないのですが、西武住販には　TOTAL 
AMENITY PLANNER　というサブネームがありま
す。
　創業間もないころ、ロゴマークを広告会社の女
性の担当の方と色々模索していました。その時に、
その担当の方が提案してくれました。私は、このトー
タルアメニティープランナーがすごく気に入ってお
り、ロゴにもずっと使っています。アメニティーを癒し
の空間と解釈し、トータルアメニティープランナー
＝　快適な癒しの空間を総合的にご提案（プラン
ニング）させて頂きたいという意味合いがこめられて
おります。そして、癒しの空間とは家族の笑顔が満ち
あふれ、心が癒される住まいと位置付けております。
日々仕事として向合っていくと忘れてしまいがちです
が、お客様の夢の住まい創りをお手伝いさせて頂く
上で、とても大切な気持ちだと思っております。
　コロナ禍で出口が見えてこない日々が続いており
ます。その中で激流に巻込まれ仕事に多大な影響
を受けておられる方々も多くいらっしゃることと存じま
す。
　そんな中、比較的不動産業におきましては影響は
薄いと言われております。しかしながら、やはり当初
は客足も激減し、そんな中で動くお客様の属性や
質が変化しているように感じます。また問合せ方法
もメールが主流となりました。
　返事の帰って来ない、一方通行の問合せが多い
のです。当社西武住販は、コロナ以前より、お恥ず
かしながら少々業績がかんばしくなく、年間3000万
円ちかく広告費を費やして得たお客様へのアプ
ローチ方法やツール等の改革に奔走しながら、今期
はスタートダッシュを決め込む意気込に溢れており
ました。
　が、昨今のウッドショックにより、先行きが不透明
で、テンポの良い建築の計画が立てられない現状。
このウッドショックもコロナによる影響が発端で、そ

の後に色々な要因が絡み合って、今の状況に至っ
ていると聞いています。
　『神様は乗り越えられる試練しか与えない』と聞い
たことがあります。逆を言えば、乗り越えられないの
は、単に運が悪いとかではなく、自身に要因があると
いう事なのかな？とか、それにしても自分には試練が
多い気がしてならないと、そんな話を娘にしたら、「い
やいや、ママは自分からそっちに行ってるでしょ」と
言われました。どうやら娘達には、自ら面相臭い方へ
向かっているように見えているらしいです。ちなみに
私は、目の前の壁は、ぶっ壊して進むタイプなので、
もしかしたら、それって乗り越えてるわけじゃないの
か・・・と意味の分からない葛藤にかられたりもしま
す。
　若干、支離滅裂になりましたが、最後に・・・
　部会を立ち上げて頂き、こうして発信する機会を
与えて下さったことに、心から感謝を申し上げますと
ともに、皆様方と互いの仕事内容の理解度を高め、
仕事を依頼したり、依頼して頂いたり、また、協力し
て出来る事業があれば、一緒に参加させて頂けるよ
うになれれば嬉しいと思います。
　本日、話させて頂いただけで、ご理解頂けたかは
わかりませんが、とりあえず、西武住販ではエンド
ユーザーの方がメインターゲットとなっております。
　不動産をご購入したい方 ・ 売却したい方
　建物を建築したい方 ・ 建替をしたい方
　リフォームや増改築したい方 ・ 賃貸物件の管理
　を任せたい方
等々、ご検討されている方、これから検討する方が、
お近くにいらっしゃいましたら、是非、西武住販にも
聞いてみたら？とお口添え頂けたら嬉しいです。
　最後の最後に図々しくお願いを交えまして、本日
の卓話を終わらせて頂きます。
棒読みにも関わらず、ご清聴頂きまして、ありがとう
ございました。

　◇貝塚　義博会員
　　自動車・製造業部会　代表



東京福生ロータリークラブ国際ロータリー第2580地区

例会日／毎週水曜日 12：30－13：30　
例会場／石川酒造㈱  新蔵  福生市熊川1番地　
T  E  L ／ 042-553-3400 Facebookページ

WEBサイト

WEBサイト Facebook

・点　鐘　齋藤会長
・謝　辞　齋藤会長

貝塚　義博会員卓話資料


