
 

 

2020 年 10 月 28 日 【第 1188 回】 

10 月 28 日の卓話 10 月 21 日の出席率 11 月 4 日の卓話 

 

 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 今井 博様 

 

 

 

会員在籍者数       52 名 

会員出席者数       33 名 

会員欠席者数    19 名 

本日の出席率     64.71％ 

 

「 休 会 」 

 

 

 ≪第 1187 回 例会報告 2020 年 10 月 21 日≫ 

司会：酒井会員 

 
■点鐘：佐久間裕章会長 

皆さんこんにちは。本日は入会候補の方が、たくさん

お見えになられて嬉しい限りでございます。先日幹事

から例会前の話が長いと叱咤されましたので手短に

させていただきたいと思います。東京臨海 RC 今期始

まって 10 人以上の増強を進められたのも皆様のお

かげですので、どうか、この熱を冷まさずに 1 年間増

強に努めさせていただきますので、ぜひぜひ皆様ご

協力よろしくお願いいたします。 

 

 
■ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

：ソングリーダー：伊藤副委員長 

 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RCVer.唱和 

：佐藤大輔副会長 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐久間裕章会長 

 ゲストスピーカー 岩楯佳司様（当クラブ会員） 

 

■ビジター紹介：伊藤会員 

 半澤広基様（虻川会員ゲスト） 

 是枝稔彦様（酒井会員ゲスト） 

 荒井一寿様（金城会員ゲスト） 

 三宅裕介様（髙橋会員ゲスト） 

 椋本雅文様（金城会員ゲスト） 

 

 
■会長報告：佐久間裕章会長 

・一般財団法人比国育英会バギオ基金より、斉藤実会

員に第 67 回感謝状が届いておりますので贈呈いた

します。 
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■幹事報告：坂本康朋幹事 

・10 月の定例理事役員会議事録を 10 月 14 日、会員皆

様にメール送信致しました。 

・①東分区懇親ゴルフ大会は、10 月 14 日に開催され

ました。団体 1 位＝東京江北ＲＣ、団体 2 位＝東京

葛飾ＲＣ、団体 3 位＝東京臨海ＲＣでした。当クラ

ブは団体 3 位となり、地区懇親ゴルフ決勝大会に進

むことになりました。また、個人戦、団体戦の表彰

式は、東分区インター・シティミーティング内にて

行うそうです。 

②地区懇親ゴルフ決勝大会は、11 月 20 日（金）武

蔵カントリークラブ豊岡コースにて開催されます。 

 
 

■委員会報告 

・Ｒ情報・クラブ研修リーダー（入澤副委員長） 

 本日例会後、「新入会員のためのロータリー情報勉強

会」を 3階「松・桐の間」で開催致します。 

・親睦活動委員会（尾身委員長） 

 東京臨海ＲＣ会員忘年会・東京臨海北斗ロータリー

衛星クラブ発足式を 12 月 9 日（水）18：30 より東

武ホテルレバント東京 4 階「錦の間」にて開催致し

ます。ご出欠の有無を 11 月 11 日までにご連絡下さ

るようお願い致します。 

 
・社会奉仕委員会（村社委員長） 

 江戸川区からのご連絡です。「江戸川区民まつり」は、

昨年は台風 19 号の影響により、また今年は新型コロ

ナウィルスの影響で 2 年続けて中止となりました。

毎年おまつりで好評いただいている都市交流物産展

をインターネットを活用し、「江戸川区民まつりオン

ライン物産フェア」として 10 月 31 日（土）午後 11

時 59 分まで開催してます。江戸川区公式ホームペー

ジのＴＯＰ新着情報からご覧下さい。 

 
・国際奉仕委員会（小松委員長） 

 第42回バギオ訪問交流の旅は、2021年2月11日（木）

～14 日（日）3 泊 4 日の日程で開催予定です。是非

参加頂きたくご案内致します。 

 

■地区委員会報告 

地区委員会報告はありませんでした。 

 

■出席状況報告：今井会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

 
■ニコニコ BOX 報告：井上会員 

(ご意向)10/7 卓話者 地区米山奨学副委員長 井上義

勝様（東京葛飾東ＲＣ）より、お車代をニコニコに

頂戴致しました。 

(ご意向)本日のイニシエーションスピーチ、宜しくお

願いします。：岩楯会員 

(ご意向)岩楯さん、本日のイニシエーションスピーチ

を楽しみにしております。また、先週行われました

東分区懇親ゴルフ大会に参加して頂きありがとうご

ざいます。3位という結果でした。：佐久間裕章会長、

佐藤大輔副会長、坂本康朋幹事 

(ご意向)先日は、自事業活性化委員会にご参加頂きま

してありがとうございました。先日の懇親会のお釣

りになります。鈴木会員ありがとうございました。：

職業奉仕委員会 酒井委員長 

(ご意向)米山記念奨学会への特別寄付を今月中にお願

い致します。：山田会員 

(ご意向)岩楯様、本日の卓話、楽しみにしています。：

勝間田会員、斉藤会員、井上会員、伊藤会員、村社

会員、寺田会員、須藤会員、今井博会員、金城会員、

米衛会員、酒井会員、髙橋会員、小松会員、田村会

員、入澤会員、太田会員、柴田会員、内海会員、田

中会員、本多会員、尾身会員、篠塚会員、地引会員、

白幡会員、佐久間栄一会員 

[訂正とお詫び] 

 10 月 21 日発行週報の中で、10 月 7 日分ニコニコ金

額記載に誤りがありました。訂正してお詫び致しま

す。誤：48,000 円→正：49,000 円 累計 889,000 円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【30 件 78,000 円 今年度累計 967,000 円】 
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■卓話  （紹介者：プログラム担当 田中委員） 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 岩楯 佳司様 

 

 皆さんこんにちは。本日はこのような貴重な機会をい

ただきありがとうございます。お聞き苦しい点もあるか

と思いますけれども、30 分という時間を、楽しく知って

いただけるように、内容を作って参りましたので、そち

らを使用して進行させていただければと思いますので

よろしくお願いいたします。本日の内容を振り返ります

と、人生で 5 つ大きなターニングポイントがあって今こ

こで卓話、スピーチをさせていただけているのではな

いかなと思いました。本日は 5 つのターニングポイント

に沿ってお話をさせていただきます。改めまして、自

己紹介をさせていただきます。名前は岩楯佳司と申し

ます。江戸川区に住んでいる方であれば馴染みの深

い名前ではないかなと思います。全国に「岩楯」はい

るんですが、ほとんどが江戸川区一之江にいる名前

でございます。8 割位は一之江に住んでいるんじゃな

いかなと思います。年齢は 1990 年 1 月 30 日生まれ

30 歳になりました。家族構成は妻と暮らしてまして、な

かなか子宝に恵まれなくて不妊治療中です。菅内閣

で不妊治療が保険適用されるということで非常に喜ん

でおります。趣味は柔道とボクシングをやっておりまし

て、柔道は物心つく前からやっております。講道館柔

道 3 段でございます。ボクシングはアマチュアで何試

合がやっておりまして、トレーナーライセンスを持って

おります。ストレス発散したいという方がいらっしゃいま

したら、ぜひよろしくお願いいたします。と言うことで柔

道、ボクシングなので「寝てよし、立ってよし」です。そ

の他ですが、私の特徴では無いのですが、義理の妹

がベネズエラ人でして国際結婚をしており今ニューヨ

ークに住んでいます。家族は今でも仲良くしておりま

して、年に 1 回、日本での食事会をするんですが、写

真は去年タイガーウッズが PGA のツアーで優勝した

直後だった事もあって男性は赤、女性は白の服とテ

ーマカラー決めて楽しんでおります。私の幼少時代、

江戸川区で生まれてはおるんですが、父親の仕事の

都合で小学校は北区の学校に通っておりました。写

真で学校の真ん中に見づらいかもしれませんが十字

架のマークが有ります。つまりキリスト教の学校です。

神様にお祈りをしておりました。学生時代の私はとい

いますと、成績がものすごく悪く、教室で授業を受ける

と周りに迷惑がかかるので、毎日校長室で勉強してお

りました。あまりにも成績が悪いので、学区 60 名位な

んですけど、下から 4 番目から出たことがなくて「四天

王」と言うあだ名が付けられてました。勉強すると四天

王から外れてしまいますから、より勉強しなくなります

ので、小学校では下から 4 番目からは出たことが無か

ったです。ただ、運がいいことに、小中高一貫校なん

です。成績が悪かろうが勉強に関係なく中学に進学

できました。 わがままで生活してきたので、わがままボ

ディになりまして、中学 1 年生で身長１７５ 体重１１０ｋ

ｇもありまして、学校の体重計では体重を測ることがで

きませんでした。相変わらず学業不良でございまして、

ただ唯一救いだったのは、ただ柔道は割としっかりや

っておりました。というかやらされていました。このころ

東京都 3 位。東京都指定強化選手という実績がありま

す。皆様のイメージにもあると思いますが、柔道は女

子に全くモテない。野球観戦に行く女子とか、サッカ

ー観戦に行く女子は結構いるかと思いますが、週末、

柔道見に行く女子みたことありますか？そういったス

ポーツに羨ましさを感じております。試合は日本武道

館でやるんですが、9 割 5 分位、男の人で、柔道をや

っている人の特徴は耳が潰れている人が多いんです。

耳が潰れたおじさん方が応援してくれると言う非常に

恵まれた環境の中におり、歓声ではなく怒鳴り声しか

聞こえない感じでした。ここで人生のはじめてのター

ニングポイントが訪れます。勉強はできず柔道だけや

ってきたみたいな生活だったんですけども、中学校を

退学になりまして、中学を退学になった経験の人はな

かなかいないのかなと思います。1 つは頭が悪すぎた

のと、もう 1 点は体が大きくて目をつけられて校内で喧

嘩になって私立の中学校だったので退学になってし
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まいました。高校に進学できなくなってしまいました。

中学3年生夏です。中学3年の夏なので、推薦で行く

にも時間がなく高校に進学するには一般受験しか道

は残されてませんでした。さすがに喧嘩で退学になっ

た人をウチの高校においでという人なかなかいらっし

ゃらないので、まぁ勉強するか、ペンを握るか、と、ここ

から半年間、人生初めての猛勉強が始まります。高校

受験はそれほどハードルが高くないので、なんとか頑

張って勉強をし、成城高等学校、昔の陸軍士官学校

に入学できました。中学校が男子校、高校も男子校、

周囲からは「そっち」なんじゃないかなと言われました。

この時は受験での猛勉強もあり、学業が下の中くらい

になり、上がったのかなと思います。ここで夢の高校

生活は他のスポーツなににしようかなと考えていたの

ですが、野球部に入部届を出したんですが、柔道部

の監督から裏操作されてまして入部届けを受け取っ

てくれない。体験入部すら断られました。大人の汚さ

をここで覚えました。180ｃｍ １2０ｋｇ身長は今と同じく

らい、残されたのは柔道部 or 帰宅部。私は 1 つ目標

を見つけると非常にのめり込むというか、そこに対して

は結構集中する性格なので、帰宅部よりは、また始め

るかと、ここで柔道を始めることになります。高校 2 年

間柔道をやり新宿区代表、東京都代表、指定強化選

手になることができました。何が良いかといいますと、

高校生で区の代表になると区がスポンサーみたいに

なるんです。背中に新宿区と名前が入り新宿区の代

表で試合をすると 1 日で 1 万円もらえます。月に 1～2

試合ありますので、この頃年収２０万円。高校生にとっ

てはめちゃくちゃ大きいですよね。110ｋｇオーバーの

後輩達と試合後にご飯を食べに行くと 5 人で 1 万円な

くなりました。年収 20 万円でしたか全部サイゼリヤに

消えたと言う思い出があります。 いいことがあれば悪

いことがある。ターニングポイント②です。試合で左手

靭帯損傷・左足靭帯損傷と左半身がほぼ動かない状

態の全治 1 年の大けがをしてしまいました。後遺症で

今でも、ハードなトレーニングをすると左手の握力がな

くなってきます。これで、私の柔道生活はすべて終了。

医者からはスポーツの道で生きていくのは無理と言わ

れました。高校生の自分としては非常にショックだった

思いがあります。もし怪我をしなければ、今私は

ALSOK にいるか警察官になっていたかもしれません。

ここに立つ事はまずなかったと思います。ただ、プラス

に考えると、1 つ運が良かったのは怪我をしたタイミン

グが、高校 3 年生が始まった位でしたので勉強できる

タイミングが 1 年残っていたことです。もう残す道はス

ポーツでは無理なので、もう一度勉強してみようかと

いうことで、まだ大学受験までの日にちが多く残って

いましたので、第 2 回猛勉強会が始まりました。家業

であります調剤薬局事業を、もしかしたら自分も継げ

る部分もあるかもしれないと思って、薬学部に進学しよ

うかなと思いました。結果、東邦大学薬学部への入学

が決まりました。大学は 6 年間通っておりましたので卒

業するまで長かったという思い出があります。私の大

学時代の研究テーマはエイズです。研究と言っても

毎日木を削ってミキサーにかけて汁がエイズに効くか

とか毎日、毎日朝から晩まで やるんです。特に面白

くもない大学生活を送っていたのですが、ここでまた

転機が訪れます。ターニングポイント③。大学 6 年間

をしっかり通っても、しっかり真面目な研究テーマをや

っていたのにもかかわらず国家試験を落ちてしまいま

した。 実は試験 3 日前にインフルエンザを発症しまし

て、人生初めてのインフルエンザに罹るのが試験日

間近という。熱が高く、文字がボヤけて見え、意識がも

うろうとしながら試験を受けました。私が受けた時期は、

魔の 99 回と言われ合格率が低い時期でありました。

僕の友人もみんな落ちました。全国的に見ると合格率

は 50%位でして、当時落っこちてたショックで自殺する

子もいる位、厳しい年でした。ここから得た教訓として

は、「準備はしっかりとこつこつと」です。少しこの辺か

らあまりにもショックな出来事が多すぎて少しずつ真

面目な性格になったんだなと思います。ちなみに次の

年に受かりました。入社させてもらった会社が、当時、

第一三共という会社です。男子校のような会社で、営

業職も男ばかり。薬の営業は女子が多いところばかり

なのですが、入社式 50 人で 45 人が男性でそれも全

員体育会系で PL 高校、桐蔭、私も柔道をやっていた

のでそのアドバンテージもあって入社できたのかなと。

怪我でこけてしまったんですが、選手の道は絶たれて

しまったんですが、入社の時にプラスに働いたのかな

と思います。ターニングポイント④被災後の福島に勤

務になります。ここで私の中ではおおきく人生が変わ

りました。入社当時、結婚の約束があったんですが、

福島勤務になった瞬間に結婚のお断りの連絡が入り

まして、福島で働いてる人に嫁にやれないと言われま
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して結婚が破綻になりました。放射能が東京の 10 倍

位、出社する前に必ず体の放射線値を測っていたと

いう生活が続いてました。その頃は被災地の人はメン

タルボロボロでして、家も倒壊しているという状況、職

業としても仕事ができない。私たちは薬の仕事をし、

遊ぶところもなく、また盆地なので夏は暑く、冬はもの

すごく寒い地獄のようなところでした。それに付け加え

て風がものすごく強く、傘がメリーポピンズ位飛ぶんで

す。傘が飛んで当たって死んじゃう位の話があったの

で、私たちはできるだけ傘をささないように指導を受け

てまして、スーツもビショビショでした。その中で 3、4

年間仕事をしてまして、ある日吐血をしまして、放射線

がついに来るところまで来たと思いました。体の中に

ポリープがいっぱい見つかり、知らず知らずのうちに、

自分の中でストレスを抱えていたんではないかなとい

う生活でした。ある一定期間働くと他の所に勤務にな

るという話で青森に行ってくれと、青森で、同じ仕事を

すると言う選択肢もありましたが、当時第一三共という

会社は日経の平均年収ランキング、全国の大手トップ

20 に入るような会社でしたし、当時 3 年目で非常に良

い給料をもらってまして、辞めるという選択肢を他の人

に相談すると、「頭悪いんじゃないのか、そんな会社

に入って」というようなことを言われました。ですが、福

島県で気付いたんですが、自分も地域の愛だったりと

か、苦しい状況に頑張るんだというところを、地元に帰

って貢献するということに、自分の残った人生を費や

そうと奮起して東京に帰ってきました。薬剤師の資格

は持っておりましたが、全く調剤薬局事業を知らずに

こちらに帰ってきたものですから、調剤薬局事業を知

るためにも、父親の会社で働かせてもらうことになりま

した。ここでターニングポイント⑤です。昨年、自身で

独立させていただきました。そのあとターニングポイン

トが実はこの東京臨海 RC にありまして、ある日わんぱ

く相撲の実行委員長をさせていただいてた時、佐久

間会長、坂本幹事が、「お前は全然汗をかいていな

い。お金を儲けて従業員を雇うという社会貢献もある

ぞ。そうゆう社会貢献をしなさい。」ということがありまし

て、非常に私は感銘を受けまして、その時お酒で酔っ

ていたんですが、すっと抜けまして、家に帰りましてお

風呂で考えたんです。地元で父親のもとで働いてい

て本当に良いものかと思った次の月に私は独立して

会社辞めると、自分で会社をやって大きくしたら買収

して、引継ぎもしまして現在に至っております。株式会

社半次郎と言う会社の名前ですが、岩楯という名前が

多くて、どこの岩楯さん？その時にどこの岩楯か分か

るように屋号で「半次郎」を使うんですが、岩楯で調剤

薬局事業をやっているのは私位なので、分かるように

会社名を「半次郎」にしました。調剤薬局事業を今や

っておりまして店舗は瑞江、来年 1 月に一之江に、関

連薬局が駒込、田畑、成増に 3 店舗あります。実質 5

店舗運営している状況であります。事業体としまして

は、主にクリニックとの1対1の処方箋薬局事業をやっ

ております。この時期コロナで非常に患者さんが減っ

ておりますので、全国的は調剤薬局の市場は 3 割減

位で非常に厳しいような状況であります。薬局の主な

利益を簡単に説明させていただきます。技術料、管

理料、薬剤料というところで私たち儲けさせてもらって、

この 3 つは国に定められている金額になりますので、

あなたの薬局はこの金額でやりなさいと決められおり

ますので、私がこの人 2 千円、この人 3 千円にしようと

いうことがなかなか難しいです。 薬剤料は、過去は仕

入れ値から売値は結構差が開いてたんですが、今は

ほとんど薬の仕入れと売値の差が取れなくなってきて

いるのが現状でございまして、この薬剤料の仕入れを

下げるように結構気にするようになりまして、当初粗利

が 30%位だったんですが、この短期で粗利を 35%位ま

で今上げることができました。仕入れルートを見直して、

安いところから行ったところ 5%位上がったので、コロナ

で売り上げが下がった部分を相殺できたかなと思って

おります。私の薬局業をこれから続けていくのに国の

方針というのは重要になってきます。今までやってい

るようにクリニックの前に薬局を立てれば患者さんが自

動的にくる仕組みで、大体一人当たりの純利益が1千

円から 2 千円、患者さんが入ってくれれば儲かる時代

だったんですが、今クリニックが非常に増えており、薬

局も選ばれる時代になってきて、IT も非常に充実して

きておりますので、1 つの施設から仕事を受けるので

はなく、幅広い医療関係者の方と連携をして医療を地

域で推進していくという方向に国もシフトしていると言

っているんですけど、私もこれは国から言われる前に、

これを広げていこうと常に考えておりました。なので、

なるべく人がいるところに顔を出して、どんな企業が貢

献する形があるのか、日々模索しております。そんな

中で今後主になっていくだろうという事は、今まで薬
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剤師は白衣を着て偉そうに立ってたみたいなイメージ

だったと思うんですけども、今は私たちが患者さんの

おうちにお薬を届けて、しっかり飲めているかどうか他

の病院から薬をもらったらこの薬とこの薬を一緒に飲

んで良いか、一人一人にオーダーメイドできるような

医療を私は勉強しようと考えておりますます。SNS で

患者さんと 1 対 1 で繋がれるサービスを開業当時から

初めて、今登録してお薬を届ける患者さんが半年で

50 人ぐらいまで増えました。まだまだこれから伸びま

す。これは保険でやるんですが、利益率が非常に高く

て、患者様一人当たり訪問すると 5 千円から 6 千円位

となります。保険適応内で行いますので、利用者の負

担はお薬代のみとなります。そこに掛かるサービス料

ですとか運送費というのは 1 円もいただいておらず、

サービス精神旺盛でやっております。私はまだ皆様の

ように成り上がってるわけでもなく、今これから成り上

がる最中のまだまだ若手でございます。偉そうに言っ

ておりますがすみません。最後に私、調剤薬局事業

をやっていて若い社長というのはまだなかなか見ない

です。なので、IT 含めて他の事業の方とお話しできる

他の調剤薬局の社長はまずいないですし、私が RC

に入って素晴らしい先輩方に会えて、勉強不足という

ことを日々痛感します。お話を聞けることで、新しいサ

ービスを薬局事業に取り入れられるよう、日々勉強さ

せていただいております。周りでお薬の管理で困って

いる方がいらっしゃれば 20 坪ほどの店舗を抑えてま

すので、いつでも24時間連絡をいただけたらと思いま

して、最後営業が入ってしまいましたが、本日はご清

聴ありがとうございました。 

 

■点鐘：佐久間裕章会長 

 東京臨海 RC も男子校みたいで、ぜひここで揉まれて

いただきたいなと思います。また青年会議所では私と

坂本幹事はカリスマでございますので、今後は青年

会議所から人を引き込んで東京臨海 RC を大きなクラ

ブにしていきたいなと思っております。ぜひぜひ皆様

増強のご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


