
 
 

 

 

２０２１年１０月１３日 
東京臨海 RC     【第 1２１６例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第２５回例会】 

 
「 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 

 

 

「 米山月間にちなんで 」 

米山奨学生 レー・クオック・アン様 

 

 

 

１０月１３日の卓話 １０月２０日の卓話 

 ≪2021 年 10 月 6 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1215 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 24 回  

司会：高吉会員 

 
■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：今井副委員長 

■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 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 三宅裕介様 

 ゲストスピーカー 小田桐信悦様 

■ビジター紹介：岩楯会員 

 本日は、いらっしゃいませんでした。 

 

■１０月のお祝い：親睦委員会 篠塚委員長 

◆会員誕生日               

臨海 RC：坂本康朋会員、菅澤卓也会員、杉浦孝浩会員、

篠塚慎之介会員 

北斗 RSC：小田桐信悦会員 

 
 

◆奥様誕生日                

臨海 RC：立花純会員夫人、秋田將宏会員夫人、 

斉藤実会員夫人、舛本俊輔会員夫人 

北斗 RSC：笹島弘隆会員夫人、寺田千春会員夫人、 

須田隆志会員夫人、大貫翔吾会員夫人 
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◆結婚記念日               

臨海 RC：小林健一郎会員、小松啓祐会員、 

佐久間栄一会員、原達徳会員、斉藤実会員、 

金城健二会員 

北斗 RSC：栗山智宏会員、吉田大作会員 

 
◆出席１００％  

12年：佐藤大輔会員 

◆「誕生日の歌」：ソングリーダー：今井副委員長 

 

■会長報告：佐藤大輔会長 

・緊急事態宣言が解除になり、本日の例会より、年間ス

ケジュール表のとおりの例会となります。 

・当クラブのポロシャツを会員皆様に本日配ります。 

■幹事報告：勝間田幹事 

・ガバナー月信 10 月号は、10 月 4 日にメール送信致

しました。 

・定例理事役員会を本日 14：00より、3階「藤菊の間」

にて開催致します。 

・2021 年 10 月のロータリーレートは、1 ﾄﾞﾙ＝112 円

です。 

 
 

■委員会報告 

・ゴルフ幹事 

 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。 

・プログラム構成委員会（田中委員長） 

ロータリーの友 10 月号を本日メールボックスに配

布しました。記事紹介。 

・米山奨学担当（山田晃久委員） 

 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、「豆辞

典」が届きましたので、会員皆様のメールボックス

に配布いたしました。 

・ＳＡＡ委員会（井上委員長） 

本日出席の皆様は、メールボックスの書類を持ち帰

るようにお願い致します。 

 
 

■出席状況報告：榎本会員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：37名 

欠 席：20名 

 出席率 66.07％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：22名  

出 席： 7名 

欠 席：15名  

出席率 31.82％ 

 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

(ご意向)本日は久しぶりの対面例会、楽しみです。宜

しくお願いします。：佐藤会長、杉浦副会長、勝間田

幹事、田中会員、伊藤会員、米衛会員、井上会員、髙

橋会員、寺田会員、佐久間栄一会員、柴田会員、岩楯

会員、渡辺会員、須藤会員、見浪会員、榎本会員、佐

久間裕章会員、内海会員、今井会員、白幡会員、尾身

会員、村社会員、斉藤会員、入澤会員、竹下会員、坂

本康朋会員、酒井会員、山田晃久会員、小松会員、大

西会員、大澤会員、伊佐会員、本多会員 

(ご意向)三宅さん、楽しみにしております。：虻川会員 

(ご意向)こんにちは。本日もよろしくお願いします。 

：太田会員、金城会員 

(ご意向)会員誕生日祝いを頂き有難うございます。 

：小田桐会員 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【35 件 63,000 円 今年度累計 256,000 円】 
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■卓話  

 「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 

 

◇東京臨海北斗ＲＳＣ会員 三宅 裕介様 

臨海北斗 RSC三宅裕介と申します。 

本日は、貴重な場をおかりしてスピーチさせていた

だくという事で、よろしくお願いいたします。 

昨年 10月に、高橋映治会員の紹介で入らせて頂いて、

何がなんだかわからない間に、ほぼ ZOOM だったので、

ちょっとそんな感じだったのですが、面白い事を言っ

てくれっていうのはかなり僕にとってはハードルが高

いですが、自分なりに頑張って作ってきたので、是非

聞いていただければ幸いです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

意味深なタイトルから始まって、ラブストーリーは

突然で斜線ひいて、スピーチは突然にという事で全然

面白くないと思いますが、昨日太田さんから六本木に

いた時にお電話いただきまして、なんかやらかしたか

なと思ったら、「実は三宅さん明日スピーチ決まりまし

たので、よろしくお願いします」と言われまして、家に

帰ってお仕事をさせていただいた後に、夜な夜な PPT

を作って今日に至るという事で、若干そういうところ

をご理解いただければと思います。 

自己紹介ですけれども、私改めて三宅裕介と申しま

す。年齢 44歳で今現在、妻と子供と 3人暮らしをして

おります。 

生まれが大阪寝屋川市生まれで、今実家は奈良県。 

私が住んでいるのは、松戸というところに結婚してか

らずっと住んでおります。 

趣味は今もう色んな事がなくて、仕事が趣味になって

おります。仕事しかしてないです。 

一応学生時代という事で皆さん話されていたので、

僕も一応書いてはみましたが、特段面白いエピソード

は何もないので、一応こんな感じで小中高、大阪・奈

良・大阪という事で、関西で過ごしておりまして、大学

からはずっと関東におります。 

大学時代どんな感じだったかというと、大学時代に

バンドに目覚めまして、アメリカのバンドにあこがれ

て、自分も髪型もそんな感じで似せて今だいぶ太って

しまったのですが、こんな感じの大学生活を送ってお

りまして、そこからバンドに目覚めました。 

20代は、今は私の会社名シーフォルクスという会社

をやっているのですが、キンフォルクスという名前で、

明日死んでも後悔しない人生を送りたいという事で、

20代の時にやりたかった事が、特にモテたいとか武道

館に行きたいとかはなくて、バンドをして楽しみたい

ということでバンドをしておりました。 

当時私は、ベイシストだったのですけれども、ベー

スをひきながらバンドのマネジメントも結構楽しくや

っていて、当時はユニクロとかいうものはありません

でしたが、24色展開でロゴと背景を自分でカスタムで

きるバンド T シャツをネットで販売しておりまして、

当時は全然なかったですけれども、関西の友達にも自

分のライブを見てもらいたいという願望で、ストーリ

ミングで LIVE もいち早く導入してやっておりました。 

30前にバンドを卒業してフリーター卒業という事で、

私は〇〇でバンドを辞めましたと書いてありますが、

この〇〇というのが、ECコマースベンチャーにいた時

に、当時アルバイトで面白そうという事で入りました

が、結構やっていくと楽しくなってしまい会社に寝泊

まりして、ずっとごりごり働いておりましたところ、

社長にバンドをとるか経営をとるかどっちか選んでほ

しいと言われ経営をとり、バンドを辞めました。 

もう今Ｍ＆Ａで売却したので会社自体はないですが、

ドゥマンという会社で、ヤフーと楽天で当時はずっと

ダントツでスイーツ No１の企業で働いておりました。 

月間１人頭五千万ぐらいの売上でしたが、とにかく注

文が裁けなくてホテルに泊まりに行くのもめんどうく

さくて、事務机の下で寝泊まりしておりました。ずっ

と。 

次に大手のＩＴのトランスコスモスという会社にお

世話になりまして、ここでは特に燃え尽きた感で、特

に楽しくもなくたんたんとやっておりました。 

最後に、会員の秋田さんと同じところの出身ですが、

ＳＢＩグループというところでかなりのキャリアを積

ませていただきました。 

ＳＢＩに入って、私が一番楽しかった事っていうの

が、当時今皆さんビットコインを買ってる方もいらっ

しゃると思いますが、2014年ぐらいにビットコインが

当時まだ 7 万円ぐらいの時に、六本木の ATM でまだ法

律がなかったので、買える時代にビットコインをＡＴ

Ｍで買って、これめちゃくちゃ面白いなと思って、い

ろいろ調べたところ、ビットコインを支えているシス

テムが面白いという事で、これは世界を変えるなと思

い、当時ＳＢＩの中で取引所の立ち上げのプロジェク

トの募集があったので、迷わずそこに入り込んで、立

ち上げと、法律が整備されていなかったので、この日

本で法律整備に関わる事はたぶん一生ないと思い、そ

こにも手をあげてやらせて頂きました。 

ここは笑ってほしかったのですが、ここは転機とい

う事で、ビジネススクールでサラリーマンが向いてな

い事がわかりました。 

左は皆さんご存じの尊敬する大先輩の高橋映治さん

という事で、右がなんで ZOOMのアイコンを入れたかと

いうと、当時私のビジネススクールというのが、当時

は変わっていて、ほとんどオンラインでたまにリアル

でやるっていう形式のもう早くからそういうところで、

私がたまたま入ったゼミがアメリカのカリフォルニア

に先生がおり、zoomで１回も会わずに授業をやってい

たのですけれども、それが衝撃的に楽しくて、こんな

世界もあるんだと思っていたら、皆さんも今年当たり

前の様に使ってらっしゃると思いますが、これを 6，7

年前から使っていたという事で、結構衝撃を受けまし

た。 

その時に、サラリーマンやっていてなんとなく面白

くないと思っており、中小企業の本当にすばらしい経

営者の方にいっぱい会って、やはり私はサラリーマン

に向いてないという事を再認識して独立に走っていっ
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たという事です。 

今、私がどんな事業をやっているかというと、説明

すると 3 時間くらいかかるので社名でいうと、今東京

とアメリカの会社と大学でアドバイザーをやったり、

山形で会社をやっていたり、高知に 9 月に会社作って

今東京と山形と高知の３拠点でビジネスをやらせて頂

いております。 

高知は、私のファーストインプットがディープタウ

ンで、ここではたぶん飲まないとビジネスができない

という覚悟があって、2回目からもう朝まで、今までは

控えておりましたが、朝まで飲み倒すという事をやっ

てこれからも飲みながらドロップサック、販路拡大し

ようと思っております。もし、山形か高知で面白い人

がいたら、是非ご紹介いただければと思います。 

僕のことは、このロータリークラブでいうのはおこ

がましいかもしれないですが、基本楽しく自由にやり

たいという事があり、今私のメンバーというのが 20代

後半のメンバーがほとんどですけど、共通して言って

いるのが仕事イコール遊びという事で、楽しくないと

ビジネスをやっても楽しくないので、楽しむという事

を大切にしております。 

これからやりたい事ですけれども、めちゃくちゃシ

ンプルで、全てはこの国を担う若者や子供のためにと

いう事で、今までは全然そんな事意識しておりません

でしたが、今は若者の方から私の価値観に共感してく

れる子が増えてきて、地方でもこの流れを続けて、ど

んどん巻き込んでいきたいなと思って、今高知の若者

をうちにジョインさせておりますが、どんどん色んな

所に進出していって、若い人を囲っていきたいなと思

っております。 

という事で、だいたいいい時間になったかと思いま

すので、簡単ではございますが、私はこういう形でや

っております。 

経営者としては、本当に未熟で皆さんのすばらしい

精神に日々学ばせていただいて、自分もまだまだ至ら

ぬところがたくさんあるので、吸収して成長していき

たいという思いで日々頑張っておりますので、これか

らもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

◇東京臨海北斗ＲＳＣ会員 小田桐信悦様 

初めてのスピーチなので、お聞き苦しい箇所が多々

あると思いますが最後までよろしくお願い致します。 

昨年１２月に、東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ

に入会をさせていただいた「小田桐信悦」と申します。

年齢は５３歳です。血液型は AB型で家族構成は妻、娘

２人 犬が１匹です。 

仕事は KSG グループ (有)中央建設機工の自動車整

備部門所属です。工場は鹿骨にあり鹿骨工場の工場長

を任せられております。自宅は埼玉県八潮市です。 

このグループに入社したおかげで、銀行ローンが通

り自宅を持つ事が出来ました。趣味はキャンプです。

家族やグループで行くのではなくソロキャンプがメイ

ンです。１０年ほど前から趣味になりました。 

昭和４３年１０月９日に、吉幾三でおなじみの「青

森県 五所川原市」で生まれました。恵まれた事に、私

の時代は「テレビもラジオも電気」もちゃんとありま

した。さすがにレーザーディスクはありませんでした

が、私が中学の頃はＶＨＳビデオが普及しだしており、

友人の家で友人の父親の「秘蔵コレクション」を鑑賞

して衝撃を覚えた記憶があります。コレクションは愛

染恭子でした。 

青森から上京するきっかけは、私が６歳の時に父親

が肝硬変で他界、１０歳の時に母親がガンで他界しま

した。両親が不在になりましたので、青森にこだわる

必要がなくなった事が大きいです。両親がいなくなり、

親戚を転々としておりましたが、１２歳年上の姉が夫

婦で仙台から引っ越してきて私を育ててくれました。    

高校入学時に親戚一同から姉夫婦が「両親がいない

から高校なんて行かせている場合じゃない。お金は誰

が出すんだ？働かせた方が良い。」とか責められたらし

いです。その時、中学校の先生から「奨学金」の事を聞

き、奨学金を利用して高校を卒業しました。その時に

「親戚は、血はつながっていても、しょせん赤の他人」

だと今になっても思います。 

卒業と同時に、アルバイトで貯金していた２０万位

を持って身一つで上京しました。紙袋に下着数枚と靴

下、ズボンだけを入れて、青森発上野着の寝台列車「ゆ

うずる」で上野に来ました。全く知らない土地で知り

合いもいなかったので、上野にあるサウナに泊まり、

上野の職業安定所に毎日行きました。 

社員寮のある会社がなかなか見つからずに、とうと

う所持金が１万円を切った時に、職安の職員に事情を

話したら、その人の個人的なお知り合いの会社に連絡

をしてくれて、その日のうちに常務さんが迎えに来て

くれました。墨田区吾妻橋にある整備工場でした。工

場の他に浅草橋、上野、秋葉原、日本橋にガソリンスタ

ンドも経営している従業員が５０人程の会社でした。

千葉県の松戸市に社員寮があり、無事に就職と衣食住

が確保できました。 

就職して３年後、会社社長のご子息「ケンちゃん」が

上智大学を卒業して鳴り物入りで入社してきました。

将来性豊かな会社にする！との事で当時流行っていた

「多角経営」「異業種参入」「株式投資」が口癖でした。  

ケンちゃんが入社して３年後に、私が６年間お世話
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になった会社が無くなりました。松戸の社員寮で開か

れた説明会で「会社を閉める事になりました。直ぐに

社員寮を出て下さい」。と挨拶をしたのを覚えています。 

その後、整備工場のお客だった樹脂会社に営業とし

て転職が出来ました。２４歳の時です。 

順風満帆で転職して、半年後には３年交際した看護

師さんと出来ちゃった結婚をしました。順風満帆な生

活でしたが、上司と一緒に客先の接待が多くあり、帰

宅が遅くなる事が多くて、たびたび揉めておりました。

ある日、接待で深夜に帰宅した時の事です。ドアを開

けた瞬間に「テレビもねえ、ステレオねえ、冷蔵庫ね

え」の吉幾三の歌のように家の中の荷物が忽然と消え

ていました。数日後に、松戸家庭裁判所から調停開始

のお知らせが届きました。それから数か月後に「バツ

１」の称号をめでたく頂きました。２７歳の時でした。  

樹脂会社で頑張っていましたが、その樹脂会社がマ

レーシアと中国に工場を展開させた１年後に、伊藤忠

系の樹脂商社に買収になりました。理由は、過剰な設

備投資で資金ショートとの事でした。もともといる上

司ともども、事実上の解雇になりました。２９歳の時

でした。 

次に、整備業時代に取得した大型免許が役立って、

浦安にある「新成企業」と言うコンクリートミキサー

車の運送会社に転職しました。その時の社長から「小

田桐君、いい話があるよ。失業保険をもらいながら働

けば儲かるよ」と言われて、その社長の言う通りに失

業給付を受けながら働きました。条件があり、１３０

００円の日当を１００００円にして差額の３０００円

×日数を社長に現金で返すシステムでした。 

その会社では、ミキサー車の修理も担当しました。

ドライバー兼整備士でした。ミキサーの仕事は非常に

楽で、夜にアルバイトが出来ました。内容は、フィリピ

ンパブの女性の送迎でした。そこで、今の女房になる

女性と知り合いました。その時に、女房はオーバース

ティの身分でしたので、特別ビザの申請をしている最

中に妊娠をしました。そのおかげでスムーズに手続き

が進み、無事にビザの発行が出来ました。 

その後に、第２子も授かり順調に楽な会社でミキサ

ーライフを楽しんでいましたが、平成２１年にまたま

た、ある出来事が発生しました。全従業員が集められ、

社長から「会社が買収されることになった。新しい会

社の説明会が集会所であるので参加して欲しい」との

事でした。 

その新しい会社が現在のＫＳＧグループでした。 

グループで自社整備工場の立ち上げの計画がありまし

た。その計画に最初から参加させて頂きました。平成

２２年２月２１日に、国交省から認証工場の許可があ

りました。黄色い看板と認証証が授与されて、新しい

事業としてのスタートになりました。 

スタート時は、自社オンリーの工場で売上が６００

０万 収支１８０万だったのですが、今期の売上目標

は売上１５０００万 収支２２００万を目標に掲げて

おります。自社と他社の割合は自社６０％、他社４０％

の比率です。 

私が工場長の間に、自社他社比率を自社４０％ 他

社６０％に引き上げるのが私のゴールです。 

ご清聴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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


