
 
 

 

 

２０２１年１０月６日 
東京臨海 RC     【第 1２１５例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第２4 回例会】 

 
「 イニシエーションスピーチ 」 

東京臨海北斗 RSC会員 三宅 裕介様 

東京臨海北斗 RSC会員 小田桐信悦様 

 

 

 

「 イニシエーションスピーチ 」 

東京臨海 RC会員    白鳥 和則様 

東京臨海北斗 RSC会員 関口 満博様 

 

 

１０月６日の卓話 １０月１３日の卓話 

 ≪2021 年 9 月 29 日オンライン例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1214 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 23 回  

司会：金城会員 

 

 
■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 

■ロータリーソング斉唱「手に手つないで」 

：ソングリーダー：今井会員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RC抜萃 Ver.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 山田政弘様 

 ゲストスピーカー 小林 誠様 

■ビジター紹介：寺田会員 

 本日は、いらっしゃいませんでした。 

 

 

 
■会長報告：佐藤大輔会長 

・訃報：伊藤丈史会員のご尊父 伊藤信夫様が 9 月 11

日にご逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。

皆様にご連絡させて頂きました通り告別式は、9 月

19日に執り行われました。慶弔規定に沿ってクラブ

より、香典と生花を出させて頂きました。 

・東分区ＩＭは、9 月 13 日（月）に開催されました。

現地出席報告。 

・国際ロータリー会長主催会議が開催されます。 

当初は、韓国にて対面開催予定でしたが、コロナの

状況に鑑み YouTube配信されることになりました。 

テーマは「環境」と「疾病予防と治療」です。 

10月 5日に YouTubeで配信されますのでお知らせ致

します。詳細は、メールにてご連絡致します。 

■幹事報告：勝間田幹事 

・緊急事態宣言が解除されますので、次週 10月 6日か

らの当クラブ例会は通常例会となります。 

・9 月 30 日のラウンジ chat では、未来のリーダーっ

て？＜入会 5～10 年程度の方々による座談会＞とい
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うテーマで行われます。当クラブ杉浦孝浩副会長が

ファシリテーターを担当され、東京臨海北斗 RSC の

坂本康朋議長もディスカッションに参加されます。

ライブで参加したい方は、事前登録不要、参加費無

料ですので参加してください。尚、ZOOM情報等、9月

22日に会員皆様へメール転送しております。時間は、

16：00-17：00です。 

・国際ロータリー第 2580地区のポロシャツが販売され

ております。半袖、長袖ともに 1枚 2,000円です。 

 半袖は今期中いつでも発注できますが、長袖の用意

が少ないとのことですので、申し込みは本日で一度

締め切らせて頂きます。購入希望の方は、事務局へ

お声掛け下さい。 

・東京臨海 RC のポロシャツが出来上がっております。 

 来週、会員皆様に配布を予定しております。 

 
■委員会報告 

・職業奉仕委員会（白井委員長） 

 自事業活性化委員会を 10月 12日（火）16：00～18：

00東武ホテルレバント東京にて開催致します。 

ご案内の中で、お部屋のフロアの階数を間違えて記

載してしまいました。3階「吉野の間」が正しいです。

出席の有無を本日までにご連絡下さるようお願い致

します。 

 

・櫻田ゴルフ幹事 

 東分区懇親ゴルフ大会が、9月 27日に水海道ゴルフ

クラブで開催されました。 

団体戦の結果は、優勝は東京臨海西 RC、準優勝は東

京江北 RC、3位は東京臨海 RCでした。3位までのク

ラブが、第 2580地区懇親ゴルフ決勝大会への出場資

格があります。 

第 2580地区懇親ゴルフ決勝大会は、11月 19日（金）

千葉カントリークラブ野田コースにて開催されます。 

 
■出席状況報告：岩楯会員 

東京臨海 RC 

 会員数：58名 

出 席：32名（例会場：21名 ZOOM：11名） 

欠 席：26名 

 出席率 58.18％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：22名  

出 席：11名（例会場：1名 ZOOM：10名） 

欠 席：11名  

出席率 50.00％ 

 
■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」 

  東京臨海北斗ＲＳＣ会員 小林 誠様 

  東京臨海ＲＣ会員    山田政弘様 

◇東京臨海北斗ＲＳＣ会員 小林 誠様 

昨年１２月に北斗発足時に参加させていただきま

した、小林と申します。よろしくお願いします。 

貴重な時間をいただき、ありがとうございます。 

おまえのことなんて興味ないよと言われそうですが、

耳を傾けていただければ幸いです。 

昭和 50年生まれで千葉県千葉市が地元です。 

生まれは山形の新庄市で、乳母湯につかったと聞い

ております。小学校にあがるかあがらないか、1980

年お神輿が怖くて、音が聞こえると泣きながらいた

臆病者でした。 

怖がりな僕も野球好きな父と兄の影響で野球を小

２ではじめ、地元チームで小４では先輩をさしおい

てスタメンでした。調子にのっていました。 

市の選抜メンバーにも選ばれ千葉市の大会にも出場

していました。我々のチームの快進撃をとめたのは、

高橋よしのぶ元巨人のいたおいはまスターズで、そ

のとき私は 4 打数 3 安打という成績でした。高橋選

手はエースで 4 番でした。ただし、私のときはピッ

チャーは違う人でした。 

その後様々な仕事を経験したことで、20歳～30歳

年上の人に気に入られようとカラオケを必死に練習

したりでいろんなことをやらせていただいて無駄で

はない時間だったのかなと思います。 

1998年、だっちゅうの、はまの大魔神が流行った

年、情心と書いてともみと読む妻と、中学校の悪友

開催のＢＢＱで出会いました。当初は妻の友達が好

きで、妻に相談していた。そのあと、妻に子供ができ、

娘を授かることができました。当時、できちゃった

結婚なんて最低だよと周りに言っていたので、当初

は慣れなかったが、腹をくくった。 

22 歳でさらなる試練があって、妻が実は 16 歳の

高校生であることがわかった。さらに某お寺の住職

の娘だったこと。そのときは頭丸めようかと覚悟し

たのを覚えています。なにより、そういった観察力

がないと痛感したのが、妻の名前が情心という文字

で感覚がなかったのを反省しました。 

その後、寺に伺ったときに頭を丸めるか、ちゃんと

働くかと鬼の形相で迫られました。 

そのときに給料が良かった KSJ に就職し坊主にな

ることを回避し、ダンプの運転手を 9 年やって子供

【0 件 0 円 今年度累計 193,000 円】 
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3人で 5人家族になりました。 

その後、32歳の時に、同じ北斗の関口会員に運転

手はいつでもできる。オペレーターどうだ？といわ

れ、当時はかっこよかったので移りました。36歳の

時に、KSJラインの現場責任者としてやってみないか

といわれて、処理場に配属させていただいた。その

ときはいろいろあったが、役員メンバーにご指導を

いただきながら、鈴木会員の話が直接きける立場に

なり、40歳のときに KSJラインの代表取締役になら

せていただきました。 

プレッシャーにおしつぶされそうなときは必ず、

鈴木語録を見ています。 

46歳になって、ついに初孫ができまして幸せです。

今後、人の役に立つことを行って、利益を追求して

いきたい。今後ロータリーでもたくさんのことを学

び、感謝しロータリーライフを楽しみながらやって

いきます。これからもご指導ご鞭撻のほど、よろし

くお願い申し上げます。 

 
 

◇東京臨海ＲＣ会員 山田政弘様 

イニシエーションスピーチがあると聞いて、正直 

困惑していました。 

小林さんの話の波乱万丈さに比べて、私の人生は平凡

だが貴重な時間、お話をさせていただければと思いま

す。 

１９７７年生まれの４４歳。病院は相模原、育った

のは横浜。横浜というと、みんなに神奈川ではなく横

浜と必ずつっこまれます。小学校のときから横浜にコ

ンプレックスをもっていましたと説明しています。横

浜ってなんでこんな田舎なんだと思っていました。    

家族は、事業家の家族に育ちました。父も母も。特殊

の環境に育ったので、男の指標はいくら稼いでいるか

というような、ねじ曲がった考えの家庭で育ちました。

親戚で集まったときに、叔母がまーくんと呼んでいて、

まーくんいくら稼いでいるの？と正月早々してくるよ

うな家庭だった。教訓として、お金によって人がどう

変わるのかということをリアルの話として知れたのは

貴重な環境だと思っています。 

わたくしはサッカーをやっていまして、サッカーで

成功体験がありました。将来、日本ではトップになっ

て、勘違いしてプロには絶対になるだろうと思ってい

て、親にも勉強なんかプロになるからしなくていいよ

と言っていました。キーパーでしたが、背が高くなか

ったので、監督に大学にサッカー推薦をと言われたが、

トップになれないなと思ったので、経営でトップにな

ろうと思って、勉強＋一芸で京都の大学に入りました。 

大学は４年遊びに遊んで勉強を全くしなかった。 

小中高サッカー三昧で出来なかった遊びをすべてやり

ました。 

そして、そのときに妻とゼミで出会って、小林さん

とおなじなのはデキコンでした。のりと勢いで大学４

年のときに結婚しました。妻はお坊さんの娘ではなか

ったんですが、サラリーマン家庭として生まれて、当

時銀行に入るんですけど、妻には野望を言ってなかっ

たので、平凡な人生で終わるんだろうなと思ってたよ

うです。 

父親の会社が、バブル崩壊で２代目だったんですが、

１００億の負債をかかえて、リストラをして返してい

ました。父からは、いつまでもあると思うなと言われ

ました。毎回毎回それを言われたので、頼りにならな

いなと思いました。また、父を信用してなくて、時には

まわりをかなぐり捨ててやっていくタイプだったので、

誘惑に誘われて父親の会社でやったほうがいいかなと

思ったが、会社が続かないかも。父親を信用してなか

ったのでプロ経営者になろうと思い、当時、就職先が

なかった時代だったが、中国・アメリカで当時３０代

で成っていたのをみて、日本もそうなるかもという仮

説をたてて、プロの経営者がいいのではと思ったが、

日本ではまだまだ成功例が少なかったので、いろんな

会社に入ってみようと思って銀行に入りました。その

後、銀行とかＩＴベンチャーを経て、投資ファンドの

ヘッドハントで靴の卸会社の社長になりました。 

そのときは、プレッシャーで酒におぼれて、深夜３

時まで仕事して、そこから５時まで飲んだりしてなん

とかやっていた。 

そこでやった後に、経営者として問題解決するなか

で、投資家と経営者のリターンの乖離がありすぎる。

リターンの配分が１割しかなくて、自ら経営価値をあ

げて成果をだせば、リターンがあるようにしたいなと

今の会社を立ち上げました。 

いまはまだ途中にあるんですけど、上場目指してい

るのだが、妻がけんかがあると台所に離婚届をだされ

ている。そういうところで家族もビジネスも途上だが

邁進していきたいと思っています。 

切磋琢磨したり、昼も夜もご一緒させていただくこ

とで刺激を受け、与えられる人になれればいいと思っ

ています。 

つたないスピーチですがありがとうございました。 

 
 

■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 
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世界の祭典、パラリンピックを終えて 
東京臨海 RC 鈴木孝行 記 

 

去る 9月 6日、チェニジア共和国大使館の皆様と、 

パラリンピック選手とスタッフの皆様が江戸川区役所 

の斉藤猛区長の元に表敬訪問に来られ私も同席が許さ 

れた（もちろん通訳者あり）。 

その理由とは、大西英男国土交通副大臣の中継ぎで 

物心両面による支援を求められた事にある。8月 12日 

～20日の間、江戸川区としては 32名の事前キャンプ 

の受け入れ（選手 22人・スタッフ 10人）をホテルシ 

ーサイド江戸川にて行った経緯があり、練習地である 

江戸川区陸上競技場の提供、送迎バスの借り上げ提供、 

宿泊、食事、関連施設や館内消毒、ミーティング会場の 

提供、濃厚接触者対応など様々なおもてなしを行うに 

当たり、約 1500 万円の経費を掛け支援をした（後日、 

東京都からも負担支援金の補助もあるとのこと）。 

アフリカ大陸にあるチェニジア共和国は、面積が日本 

の約 2/5、人口 1,153万人、首都チェニス、民族はアラ 

ブ人が 98％、言語はアラビア語（公用語）フランス語、 

宗教はイスラム教（スンニ派）、元フランスの保護領で 

あり、一人当たりの国民総所得は 3,490ドル（約 38万 

円/年）、失業率 15.4％という発展途上国である。ここ 

に、義理人情に厚い大西副大臣は斉藤区長に相談し支 

援を決意する中、何故か私が巻き込まれたと言う経緯 

である(笑)。「義理人情浪花節、おもてなし大国日本の 

江戸川区」であった。 

パラリンピックでは 25名の選手が出場し、金メダル 4 

個・銀メダル 5個・銅メダル 2個、合計 11個ものメダ 

ルを獲得した。素晴らしい功績を挙げられたことに敬 

意を表した。その中で、金メダリストのワリド クティ 

ラさんが来庁し金メダルに触れさせて頂く機会を得た。 

斉藤区長も大西副大臣も私も、当然にメダルをかじる 

事だけは控えた。それは重厚な一品であり、世界一と 

いう重みを感じさせる代物であった。売ってくれと言 

ったら断られた（(笑)通訳者も吹き出していたが・・・）。 

世界中がコロナ禍であっても、オリンピック・パラリ 

ンピックの開催を英断した日本国の凄さとおもてなし 

の素晴らしさ。友好国が無事に参加出来て、多数のメ 

ダルが取れたことへの喜び。もしかしたら、彼らは日 

本国民よりも世界に羽ばたこうとする意識が高い民族 

かも知れない。それらのメダルは、「世界のチェニジア」 

であることを表現したに違いない。それに関与するこ 

とが出来た事は尚更に素晴らしい江戸川区行政と斉藤 

区長。頼まれたら断れない大西副大臣。何故かついで 

に私も・・・？。 

9月 27日に斉藤猛区長がこの度のお礼とご報告に来社 

された。素晴らしい奉仕活動を行う臨海 4R軍団のロー 

タリアンの皆様の今後の活動の励みになればと週報へ 

の掲載を許された次第である。  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


