
 

 

2019 年 2 月 13 日 【第 1129 回】 

2月 13日の卓話 2月 6日の出席率 2 月 21日（木）の卓話 

 
 

「バギオ訪問記」 

東京臨海西ロータリークラブ 

副会長 飯塚憲貴様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員在籍者数       36名 

会員出席者数       22名 

会員欠席者数    14名 

本日の出席率     62.86％ 

前々回訂正出席率 73.53％ 

「移動例会」 

11：30～12：30 

ホテルニューオータニ 

「日本料理 ほり川」 

＊2/20（水）は例会ありません。 

 

 
≪第 1128 回例会報告 2019 年 2 月 6 日≫ 

司会：杉浦 SAA委員長 

■点鐘：本多会長 

■国歌斉唱「君が代」 

 ：ソングリーダー 勝間田会員 

■ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：佐藤正樹副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：本多会長 

ゲストスピーカー 櫻田誠一様（当クラブ会員） 

■ビジター紹介：酒井会員 

 池田正孝様（東京江戸川中央ＲＣ） 

 栗山義広様（東京臨海西ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■２月のお祝い：親睦委員会 佐久間裕章委員長 

・会員誕生日 佐久間裕章会員、尾身治彦会員 

・奥様誕生日 山田晃久会員夫人、小林健一郎会員夫

人、白幡隆広会員夫人、笹本寛治会員夫人 

・結婚記念日 該当者いらっしゃいません 

・出席 100％ 該当者いらっしゃいません 

・「誕生日の歌」：ソングリーダー：勝間田会員 

・１分間スピーチ：佐久間裕章会員：35歳になります。

皆様に出会って生活も、会社も、思想も変わりまし

た。6 年間でした。今後も末永くよろしくお願いし

ます。 

■会長報告：本多会長 

・バギオ訪問になります。宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

■幹事報告：佐藤大輔幹事 

・東分区インターシティ・ミーティング報告書を会員

皆様のメールボックスに配布しました。 

・2019-2020 年度版ロータリー手帳の申込の時期にな

りました。１冊=648 円です。購入希望の方は、2 月
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20日までにお申込下さい。 

・3 月 5 日（火）は、東京臨海東 RC 様の創立 23 周年

記念例会で、3RC 合同例会です。乾杯がありますの

で、ワイン他が用意されます。できるだけお車での

来会を遠慮下さいとのご案内を頂きました。 

 出席の有無を連絡下さるようお願い致します。 

・今月は、例会変更が多いですので行事予定を確認の

上、ご出席お願い致します。 

 ◇2月 13日（水）：通常例会   

 ◇2月 21日（木）：地区大会の為移動例会。 

（2月 20日（水）は例会はありません。） 

 ◇2月 27日（水）：特別休会 

 ◇3月 5日（火）：３ＲＣ合同例会。  

（3月 6日（水）は例会はありません。） 

・定例理事役員会を本日例会後、3 階「菊の間」にて

開催致します。 

■委員会報告 

・国際奉仕委員会（酒井委員長） 

 2 月 8 日より 3 泊 4 日の予定でバギオ訪問に行って

まいります。バギオ訪問への寄付金ボックスを廻し

ますのでご協力お願い致します。 

・親睦委員会（佐久間裕章委員長） 

 マニラにて臨海 3 グループにて懇親会を開催します

のでご参加下さい。5000円くらいになります。 

・臨海西 RC栗山会長：皆様から頂きましたクラブ基金

のご報告を差し上げます。備品が揃いました。準備

にて 340 万円かかりました。残金はクラブ基金へ入

れました。それでチャーターナイトの準備に取り掛

かりたいと思います。クラブ基金が 800 万円ほどあ

ります。3月のガバナー月信に私の記事が載ります。

1200字になります。宜しくお願いいたします。 

■出席状況報告：村社委員 

⇒詳細 1 頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：舛本会員 

(ご意向)櫻田さん、イニシエーションスピーチ頑張っ

て下さい。全員が注目しています。楽しみにしてい

ます。：栗山義広様（東京臨海西ＲＣ）、本多会長、

佐藤正樹副会長、佐藤大輔幹事、須藤会員、入澤会

員、村社会員、酒井会員、勝間田会員、杉浦会員、

佐久間栄一会員、佐久間裕章会員、山田会員、大澤

会員 

(ご意向) 本日は、初めてのスピーチになります。ガン

バリます。宜しくお願いします。：櫻田会員 

(ご意向) 佐藤大輔幹事、インフルエンザで休んだ時の

週報の作成をありがとうございました。感謝！：井

上会員 

(ご意向) 先月は、妻へ素敵なお花を頂きありがとうご

ざいます。：篠塚慎之介会員 

 

■卓話 （紹介者：プログラム担当 坂本康朋委員） 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 櫻田誠一様 

・10月に入会させていただきました。こんなに大勢の

中での 30分間のスピーチは今までの人生で、ありま

せんでした。 

 44 歳になりました。亀戸天神の近くで育ちました。

以前は一家で牛乳屋さんを営んでいました。以前は

牛乳の需要が沢山ありました。お祭りなどにも盛り

上がっていました。時代は缶が流行る時代になって

きており、牛乳屋さんをしめることになりました。

その跡地に、祖父と祖母が居酒屋さんをやるように

なりました。父は工事現場での仕事に移りました。

その後、防水工事に移ることになり、私の今の仕事

となります。 

・高校時代はスポーツをすることもなく過ごしました。

クラスメイトからの誘いでお笑い芸人のオーディシ

ョンに参加しました。稽古もしないでマイクの前に

立つので、緊張もしました。その後、違う事務所の

人に誘われて、カラオケの歌を歌わないかというこ

とになり、転向しました。審査で私だけが最終候補

に選ばれました。そしてとある大手の事務所に入る

ことになりました。ボイストレーニングや作詞の勉

強などをさせて頂きました。いつか芸能人になりた

くやっていましたが、高校三年の時の進路相談の時

に、芸能もやりながら働けないかという道を探して

いました。しかし、父と一緒に仕事をしていた人が

けがをして辞めてしまいました。父が一人で現場作

業をしなければならなくなり、自分も父の仕事を手

伝う決心をして、防水工事の道に行くことになりま

した。 

・現場をやっている時に、交通事故に遭いました。車

とブロック塀に挟まれて、運が良くて命拾いをしま

した。入院の時に様々を考え、事故も中途半端な気

持ちでやっていたから事故に遭ったのではないか、

芸能の道を諦めていればなど思いました。防水工事

の道でしっかりとやって行くことを思いました。父

は厳しい人だったので、褒めることはありません。

私は褒められると弱いです。褒められて防水工の腕

も上達しました。弟が仕事を手伝ってくれるように

なり、友人たちが仕事を手伝ってくれるようになり、

気が付けば 10 数人の職人チームが結成されました。

そして法人化をすることになりました。平成 18年度

設立になります。30歳でした。戦略や礼儀も苦労し

【17件 47,000円  累計 1,391,241 円】 
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ました。焦りや苛立ちもありました。社員にもあた

ったこともありましたが、今でもいいチームで運営

していることは幸せです。様々な人に支えられまし

た。 

・昨年に新社屋も設置いたしました。友人のチームも

関連会社として独立しております。塩ビシート防水

という専門性で一目置かれるようになりました。国

土交通省での防水関連の受験生向けの講師もするよ

うになりました。うちの技術は日本でもトップクラ

スといわれるまでに成長いたしました。メーカーの

製品開発やアドバイス、新製品のテストなども自分

の仕事となっています。社内も安定してきました。

これから業界内でどう立ち回ろうと考えていました。

ある会合に誘われて行ったのですが、座った席の前

に東京臨海西 RC栗山会長が座っていました。懇親会

の席でも隣同士でした。そこでロータリークラブの

お誘いを受けて入会することとなりました。 

・これからロータリークラブで、様々学習をして吸収

をしていきたいと思っています。宜しくお願いいた

します。 

・交通事故で入院していた時に、毎日お見舞いに来て

くれた女性が今の妻となります。子供も三人います

が、もう成人なので子育ては終了しています。 

■点鐘：本多会長 

・私も櫻田会員と共通することが沢山あります。彼は

温厚でいい人です。イニシエーションスピーチで、

人生を振り返ることは大切な事だと思います。振り

返ることでプラスになっていきます。そこもロータ

リークラブの魅力ではないかと思います。 

 

 

 

今回は、ロータリーのプログラムについて知ってお

きましょう。 

次世代のリーダーを育てる、地域社会に貢献する、

平和を築く……。ロータリーには、会員だけでなく、

やる気があれば誰でも参加できる数々のプログラムが

あります。自分にできることを、ロータリーで始めて

みませんか。 

 
 

次世代のピースビルダーを育てるために 

10 年以上にわたり、ロータリー平和センターは平 

和構築のキャリアを志す 900 人以上の人材を輩出し

てきました。その多くは、国連や世界銀行といった

国際機関や草の根の NGO などで幅広く活躍し、平和

な世界を築くために貢献しています。 

・ロータリー平和フェローシップ  

毎年、世界中から選ばれる最高 100人のフェローに、

ロータリー平和センター提携大学で学位を取得するた

めのフェローシップ（奨学金）が授与されます。 

 

ロータリー地域社会共同隊（RCC）  

地元のニーズに地元の人たちが自力で取り組むこと

を目指し、世界各地の RRC がロータリー会員とともに

地域社会に変化をもたらします。 

ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）  

RYLAは、若い人たちが楽しみながら新しいスキルと

自信を身につけることを目指すリーダーシップ養成プ

ログラム。1 日のセミナーから数日間の合宿まで、さ

まざまな RYLA イベントが世界各地で行われています。 

 

・ロータリー青少年交換  

交換留学を通じて、未来を担う若者たちの国際交流

と異文化理解を促すプログラム。交換留学生は、海外

で外国語を学び、異文化に触れ、世界市民としての自

覚を養います。 

新世代交換  

新世代交換は、30歳までの大学生と若い専門職社会

人を対象とした短期の交換プログラムです。奉仕活動

を通じてキャリア目標を応援できるよう、カスタマイ

ズされた交換が行われます。 

補助金  

ロータリー財団は 100 年にわたり、多くのアイデア

をプロジェクトのかたちで実現してきました。ロータ

リーの会員は、補助金や奨学金を利用して、人道的活

動、教育の支援、国際交流を行っています。 

 

・奨学金  

ロータリーは、未来のリーダーや社会に貢献できる

人材を育てるために、毎年 700 万ドル以上を大学・大

学院教育の奨学金として提供しています。 

 

 
 

ロータリーをもっと知ろう 


