
 
 

 

 

２０２１年８月１８日 
東京臨海 RC     【第 1２１０回例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第 1９回例会】 

 
「 イニシエーションスピーチ 」 

東京臨海 RC会員    米衛 純二様  

東京臨海北斗 RSC会員 濵田 信孝様 

 
 

 

「 イニシエーションスピーチ 」 

東京臨海 RC会員    林 敦寿様 

東京臨海北斗 RSC会員 橋本 郁様  

 

 

 

 

８月１８日の卓話 ８月２５日の卓話 

 ≪2021 年 8 月 4 日オンライン例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1209 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 18 回  

司会：入澤会員 

 
■点鐘：東京臨海 RC佐藤大輔会長 

    東京臨海北斗 RSC坂本康朋議長 

■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー：今井会員 

■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 

：杉浦副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐藤大輔会長 

 ゲストスピーカー 原 達徳様 

 ゲストスピーカー 伊佐康暢様 

 

■ビジター紹介 

 吉成大樹様（入会予定者・ZOOM参加） 

■8月のお祝い（篠塚親睦委員長） 

◆会員誕生日  

臨海 RC：伊佐康暢会員、佐野正行会員、白鳥和則会員 

北斗 RSC：大貫翔吾会員 

◆奥様誕生日                

臨海 RC：該当者いらっしゃいません。 

北斗 RSC：小林誠会員夫人 

◆結婚記念日               

臨海 RC：笹本寛治会員 

北斗 RSC：藤中靖大会員 

◆出席１００％  

臨海 RC：2年：柴田 剛会員 

1年：内海真樹会員 
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◆「誕生日の歌」：ソングリーダー：今井副委員長 

◆１分間スピーチ：伊佐康暢会員 

8 月生まれなので小学生から祝ってもらう機会が少な

かったのでうれしい。昨年 10月に入会しドキドキして

いたがやっと慣れてきた。入り込んだらいいが、会に

馴染むのがなかなかうまくいかなかった。佐藤会長が

誘ってくれて入ったが、なかなかサポートしてくれな

かった。これからもよろしくお願いします。 

 
■会長報告：佐藤大輔会長 

・東京臨海東 RC様より、会員名簿を頂戴しました。 

・緊急事態宣言が延長されましたので、8月 25日の例

会をオンライン例会に変更いたします。 

■幹事報告：勝間田幹事 

・次週 8月 11日は、当クラブ例会は休会です。 

・東分区インターシティ・ミーティングが 9 月 13 日

（月）に開催されます。できるだけ大勢で参加した

い会合です。今年度は、リモート参加も可能なハイ

ブリッド方式で開催されます。出欠のご連絡を本日

中にお知らせくださるようお願いします。 

また、当日、当クラブ例会をＩＭ前に開催致します

ので、その出欠もご連絡下さるようお願い致します。 

・本日、理事役員会を例会後、3階「蓬来の間」で開催

致します。 

・ロータリーの友 8月号が届きました。 

 
■委員会報告 

・プログラム構成委員会・会報担当（田中委員長） 

① 8月号ロータリーの友記事紹介 

②当クラブのホームページの会員紹介ページに掲載

されていない会員の皆様へ、ホームページに掲載し

てよいかの確認のメールをお送りしていますので、

返信いただきたくよろしくお願い致します。 

・ゴルフ幹事（司会者代読） 

東京臨海ＲＣ会員の皆様へは、東分区懇親ゴルフ大

会の案内を送信させて頂いております。 

東分区懇親ゴルフ大会は、9月 27日（月）水海道ゴ

ルフクラブで開催されます。参加希望の方は、参考

ハンディキャップを記載して、8月 18日までにお申

し込みください。 

■出席状況報告：原会員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：35名（例会場：25名 ZOOM：10名） 

欠 席：22名 

 出席率 64.81％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：23名  

出席：11名（例会場：0名 ZOOM：11名） 

欠席：12名  

出席率 47.83％ 

 
■ニコニコ BOX報告 

ニコニコボックスの募金は、行いませんでした。 

 
■卓話  

「イニシエーションスピーチ」 

◆当クラブ会員 原 達徳様 

本日は貴重なお時間を頂きありがとうございます。 

まず自己紹介をします。本年３８歳の若造です。 

江戸川区で鋼材の販売業をやっております。 

２００１年明治大学を卒業しまして、不二越で２年

やったのち、実家の家業を継ぎました。また、２０１

４年には JC の委員長を務めさせていただきました。

臨海 RCには、佐久間直前会長の推挙のもと入らせて

いただきました。 

さて、わたくしの人生で一番最初の失敗は小学校受

験で暁星小学校を落ちたことでした。後に聞いた話

ですが父が裏金を払ったにも関わらず落ちたことで

した。ちゃんと勉強したかと考えるとあまり勉強し

ていなかったのかなと思っております。自分の子供

には今から勉強しなければと言っていますが、私が

子供のころ、私も全く同じことを言われていたこと

を思い出します。実は私、太りました。当時、体重が

５８キロでしたが、今は先日の健診で７２キロ。太

ったのはストレスかなと思っております。 

不二越ではベアリングと包材を扱っていましたが、

当時、不二越が東京の汐留の本社と富山に会社があ

るのですが、富山で唯一あった繁華街の桜木町にい

て、そこで新入社員でほとんどを飲み代に使ってお

りました。またそのときに飲み屋に不二越の役員が

いて顔見知りになり、新入社員がなぜここに？とい

うことで目をかけてもらい、今もお付き合いがあり

ます。 

リーマンショックが起こって電話も注文も何も来な

いとなったことがありました。当時、自分はつぶれ

るなと思ったが、父親に入社前に絶対につぶれない

と言われていたが嘘だろうと思った。そのときに営

業をしようと思ったが、価格とか仕様が分からない

【0 件 0 円 今年度累計 193,000 円】 
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ため飛び込みしたときに価格いくら？と聞かれて、

お客様の現在の金額より安くすると約束して注文を

取りました。しかしながら、帰ったら父親にはかな

り怒られました。 

２０１４年になって佐久間直前会長に４０歳になる

まで待てと言われていましたが、自分が会長になる

と決まった瞬間に入ってくれと言われまして、昨年

8月に入会して今に至ります。こちらで出会いました

方にいろいろ助けてもらって、体調を悪くしたとき

に勝間田幹事にこれはやばい病気だよと言われてか

なりお世話になりました。 

２０２０年に東京ＪＣで役員になってコロナになっ

てから完全事前収録のＷＥＢ収録をやりました。内

海会員は知っていると思うが、うちはイベントがつ

まらないのでそのときに濱田ブリトニーを呼んで話

をさせたりグチャグチャにしていました。結果的に、

それが評価されたと思っています。 

今の会社は特殊鋼材の会社で、鉄と鋼の違いは鉄に

元素記号のＣなどいくつか配合すると鋼になるので

す。それが工具や刃物になります。国民的なゲーム

のドラクエで言うと攻撃力が違うようなものでその

ような商材を扱っています。東に栄えると書きます

が、祖父が戦争で予科演習生として上京して特攻隊

に志願したが行く前に終戦したため商売を残って、

祖父・祖母が相次いで死んで遺産相続が大変だった

が、サポートしてもらっている内海会員より資産が

あまりないから大丈夫だと言われて安心した。 

鋼材の小売業は何ができるのかを考えて会社を存続

して３代またがってやっていて自分の息子が２人の

うちどちらかが継いでくれるだろうという想いを持

ちながら、継いでもらえるようにやっています。 

時間が余ったので、坂本議長の話をします。熱い方

で、座敷で６０人～７０人でしゃべらなくてはいけ

ない場があって、佐久間直前会長なども含めて嫌だ

ったのと、ダメ出しだったら自分でやればいいじゃ

んと言っていただいて、この方は男気ある方と思っ

ていたが、夜に付き合っているとただの金払いのい

いお兄ちゃんだなと思っていました。笑  

坂本議長のおかげでそのときのシャンパンで数値が

悪くなったと思っているが、坂本議長も十分に気を

付けてください。ありがとうございました。 

 
  

◆当クラブ会員 伊佐康暢様 

改めてこんにちは。時間をいただきありがとうござ

います。簡単に会社の話と自己紹介をしようと思い

ます。１９７２年生まれ、まもなく４８歳、妻４４歳、

長男大学１年生、次男高校２年生、三男中学２年の

男ばっかりで龍之介、寅之助、獅子之介と付けたか

ったが、猛反対でやめた。今は家業が落ち着いた。 

仕事は薬の卸、ジェネリックを主にやっていた。昭

和６０年葛飾区で出したが、その頃では初めて出し

たと思う。今の大手よりだいぶ早かったが、現在６

店舗、最高９店舗にもなったが今はこうなっていま

す。現在会長の父が、石橋を叩いて叩いて壊すタイ

プだったのでこうなっている。このように今６店舗、

葛飾区に集中して先代からお付き合いしています。 

続いて私の話。江戸川区で本多先輩から生まれなが

らに金持ちは嫌いだと言われていたが、最初は 4 畳

＋6 畳の部屋で友達といろいろ走り回って遊んでい

ました。その頃に新中川で 980 円のリール、竿セッ

トを買って釣りを 1 日やっていました。小学校で安

易に卓球部に入ったが、すぐにやめました。外で遊

んでいた方が楽しかったからです。2人で 5年生頃、

水元公園に行ってブラックバスなんかを釣っていま

した。高校は千葉商科大学付属高校に入りました。

剣道部に入って、こちらはすごく楽しくて的に当て

る射的みたいな感覚で礼に始まり礼で終わるという

形だったが、そのときにいじめにあった。最初に２

週間我慢していました。そのとき４名ぐらいでした。

そこで角材を持って１人１人おれに二度と関わるな

と言って聞かせていました。それからいじめはなく

なり、高校２年の夏休み以降は楽しかったです。大

学生にエスカレーターで行けると思っていたが、高

校３年生の夏休みに呼び出しが来て、一部上場の企

業から呼び出しを受けました。通信簿を見て厳しい

ぞと言われ、塾に行って上位で大学に入りました。

ちょうど同期に佐藤会長に出会ったが結局サークル

入れなかった。スキーのサークルに入ってとにかく

酒が好きなサークルでどっぷりハマってガソリンス

タンド、それでも足りなくてジョン万次郎という居

酒屋でバイトをしていた。そのあと、２年生になっ

て、１年で取れた単位が８単位しかなく、これはま

ずいと言って取ったのが３２単位。そのため留年決

定して２回目の２年生をやって、３年の時はみんな

卒業して行った。そのときに１００人のバイトを扱

うようになった。口座で１８００万円のほかに余計

に５０万円入っていて手数料と言われてさすがに怖

くなって皆に２万円ずつ配って、生活を見直して留

年せず卒業できるよう勉強した。浮いたお金は車の

借金返済と飲み代で使って、その頃におごった後輩

は今でも慕ってくれています。４年生になったとき

に毎回出席して自己採点で９５点だったものが落と

されて、再テストでまた落とされて、２単位のため

に留年した。怒って先生のところに行ったら、おま

えのこと嫌いだと言われた。ついに７年目、大変苦

労をして勉強をしてまた取れない授業があった。自

己採点１００点、出席全部して落とされた。留年し
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てよかったのが５歳下なのだが本来出会わないのだ

が、それで出会った妻とずっと仲良くしている。し

かし、今でも嫌われるというのは怖いなと。これが

大学時代です。 

社会人になって、千葉県の岩淵薬局というところに

就職してここがお酒が大好きで、景気が良くなると

飲みに連れて行ってくれて、結婚していない先輩が

毎日飲んでいて夜寝てしまって、何しても起きない

ため担いで、社内の宿直室があってそこで雀卓も入

れて楽しくなっていたが、父から戻って来いと言わ

れた。今一生懸命やっています。調剤薬局は女性が

メインになるので１０人中９人が大体女性。そのた

め産休、そのあと時短となり、その辺のウマい制度

がないかといろんな人に聞いているが皆から無いと

言われているので何かあればご教示ください。 

こんな感じの人間ですがこれからもよろしくお願い

します。 

 
■点鐘：東京臨海 RC佐藤大輔会長 

    東京臨海北斗 RSC坂本康朋議長 

 
2021年～2022年度 東京臨海 RC 

クラブ奉仕部門フォーラム 報告書 
＜2021 年 7 月 28 日(水)13:05-14:30 ハイブリッド開催＞ 

司会・進行  杉浦孝浩クラブ奉仕委員長 

（趣旨説明・進行） 

会長挨拶   佐藤大輔会長 

来賓     ガバナー補佐 岡本隆一様 

       分区幹事 山本昌之様 

趣旨：各委員長、担当から所信表明を頂くこと、会員皆

様からの想いを伝え合うことで、ロータリークラブ・

会員同士の理解を深め合う。クラブへの参画意識を

高め合い、更なるクラブ活性化に繋げる。 

 
1. 親睦活動委員会  

 ①今後の活動について（親睦会・親睦旅行・忘年家族会等）

(担当 篠塚慎之介委員長) 代理 尾身治彦副委員長 

 ②レクリエーション：二次会構成・ゴルフ幹事  

担当 櫻田誠一委員 

2. 会場監督委員会  

 ①今年度の運営に関して等 担当 井上晴貴委員長 

 ②例会制作（ソングリーダ）担当 今井博副委員長 

 ③例会制作（受付）    担当 寺田雄司委員 

 ④例会制作（ビジター）  担当 岩楯佳司委員 

（代読杉浦孝浩） 

 ⑤出席向上(出席不良者連絡)担当 榎本隆文副委員長

（代読杉浦孝浩） 

 ⑥出席向上（出席率発表）  担当 原達徳委員 

（代読杉浦孝浩） 

3. プログラム構成委員会  

 ①会報         担当 田中紘太委員長 

 ②ＩＴ・公共イメージ  担当 渡辺真吾副委員長 

 ③プログラム      担当 太田智久委員 

4.  ロータリー情報 

①ロータリー情報（クラブ研修リーダー兼務）  

担当 高橋映治副委員長 

オリエンテーション開催予定・家庭集会（11 月、 

6月）等 

②カウンセラー会議  担当 佐久間裕章委員 

5. 新入会員選考（会員選考・職業分類）   

担当 田村浩康副委員長 

 ①会員選考の手順説明・職業分類の重複等 

6. 基金活性化               

①クラブ基金      担当 入澤昭彦副委員長 

②ニコニコ       担当 伊佐康暢委員 

7. 諸団体交流（新会員ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ増強ﾁｰﾑ〉   

担当 櫻田誠一副委員長 

 ①会員増強についての具体的な活動指針や展望等 

  （8月は会員増強・新クラブ結成推進月間） 

8. 五大奉仕委員会 活動方針と計画発表 

①クラブ奉仕委員会   担当 杉浦孝浩委員長 

②職業奉仕委員会    担当 白井正三郎委員長 

③社会奉仕委員会    担当 大西洋平委員長 

④国際奉仕委員会    担当 柴田剛委員長 

⑤青少年奉仕委員会   担当 本多信雄委員長 

9. 会員の声（意見・想い） 出席会員の皆様より一言

ずつ頂戴致しました。 

秋田会員、虻川会員、伊藤会員、内海会員、勝間田幹

事、金城会員、斉藤会員、酒井会員、白鳥会員、須藤

会員、山田会員、倉田会員、栗山会員、笹島会員、関

口会員、竹下会員、橋本会員、濱田会員 

10. 講 評 岡本隆一ガバナー補佐 

11. 閉会挨拶  杉浦孝浩副会長 

今年度も引き続き新型コロナウィルスとの闘いです。 

クラブ運営にも色々と影響があると想定できますが、 

「出来ないこと」を考えるのではなく「出来ること」 

を考えて行きたいと思います。三役として色々と創意 

工夫して運営して参りますので皆さま 1年間ご協力 

よろしくお願い致します。 

各担当委員の皆様、本日はありがとうございました。 


