
 
 

 

 

２０２１年１０月２０日 
東京臨海 RC     【第 1２１７例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第２６回例会】 

 
「ベトナムにおけるビジネス事情」 

米山奨学生 レー・クオック・アン様 

 

 

「 イニシエーションスピーチ 」 

東京臨海北斗 RSC会員 大貫 翔吾様 

東京臨海北斗 RSC会員 小川 浩樹様 

 

 

 

１０月２０日の卓話 １０月２７日の卓話 

 ≪2021年 10月 13日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1216回  

 東京臨海北斗 RSC 第 25回  

司会：佐久間裕章会員 

 

 
■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「我等の生業」 

：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 白鳥和則様 

 ゲストスピーカー 関口満博様 

■ビジター紹介：岩楯会員・村社会員 

 今 翔乃様（例会見学） 

 森田洋輔様（入会希望者） 

 浅賀厚信様（入会希望者） 

 
■会長報告：佐藤大輔会長 

・一般財団法人比国育英会バギオ基金より、東京臨海

ロータリークラブに第 128回感謝状が届きました。 

・次週 10 月 20 日（水）の当クラブ例会は、オープン

例会としております。 

当日は、ガバナー補佐の荒井知久様と分区幹事の山

本昌之様がお見えになります。卓話は、米山奨学生

レー・クオック・アン様のお話です。 

・ガバナー公式訪問の前の週の 11 月 17 日（水）は、

ガバナー補佐訪問が予定されております。 

ガバナー補佐の荒井知久様と分区幹事の山本昌之様
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がお見えになり、卓話は、ガバナー補佐 荒井知久

様による「私のロータリー」というタイトルでお話

を頂きます。 

・若林英博ガバナー公式訪問は、11 月 24 日（水）で

す。例会前のクラブ協議会、例会、写真撮影と、会員

皆様全員参加のご協力をお願い致します。また、当

日は、ネクタイ着用でお願い致します。 

・会員の伊藤丈史様より、「父の葬儀に際し会員皆様に

お世話になりました」とのことで、クラブ基金に寄

付金を頂戴いたしました。 

 
■幹事報告：勝間田幹事 

・10 月の理事役員会議事録を 10 月 8 日に会員皆様へ

メール送信致しました。 

・「ご寄付をお願いするの大変でしょう？コロナ禍で

の寄付」をテーマとしたラウンジ chat（座談会）は、

10月 13日 16：00～17：00に ZOOMで開催されます。

今回は、斉藤実元会長が参加されます。ZOOM情報は、

10月 8日に会員皆様へメール送信させて頂いており

ます。 

・「ポリオ根絶に関するワークショップ」は、10 月 25

日（月）15：00-17：00 に ZOOM にて開催されます。

参加希望の方は、10月 14日までに東京臨海 RC事務

局宛、お申込みください。登録料は、1クラブ 1,000

円ですので、ZOOM参加の会員様のご負担はありませ

ん。 

 
■委員会報告 

・ロータリー情報担当（髙橋副委員長） 

11 月に家庭集会を 12 グループに分かれて開催致し

ます。是非、ご出席お願い致します。また、出欠の連

絡を必ずサブリーダー宛、10 月 20 日までにして下

さい。 

・櫻田ゴルフ幹事 

 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。 

■地区委員会報告 

・地区クラブ運営支援委員会（田村委員長） 

 10月の第 4週は、オープン例会ウィークとしており

ます。10月のオープン例会予定一覧ができておりま

すので、後ほど会員皆様へ送信致します。 

 
■出席状況報告：榎本会員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：34名 

欠 席：23名 

 出席率 61.82％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：22名  

出 席： 3名 

欠 席：19名  

出席率 13.64％ 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

(ご意向)昨日は、自事業活性化委員会 お疲れ様でした。

鈴木会員、ご講演頂きありがとうございました。 

本日は、ビジターの方が 3名いらっしゃっています。

例会をお楽しみ下さい。：佐藤会長、杉浦副会長、勝

間田幹事 

(ご意向)昨日は、自事業活性化委員会お疲れ様でした。

また、本日は、白鳥会員、関口会員、イニシエーショ

ンスピーチよろしくお願いします。：田中会員、須藤

会員、柴田会員、寺田雄司会員、今井会員、井上会員、

村社会員、坂本康朋会員、榎本会員、渡辺会員、斉藤

会員、虻川会員、田村会員、櫻田会員、髙橋会員、白

幡会員、岩楯会員、入澤会員、佐久間裕章会員、内海

会員、伊藤会員、酒井会員、金城会員、大澤会員、尾

身会員、伊佐会員 

(ご意向)米山月間です。ご支援よろしくお願いしま

す。：山田晃久会員 

 
 

 
■卓話  

 「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 

◇東京臨海ＲＣ会員 白鳥和則様 

ただいまご紹介いただきました白鳥です。 

15分という時間が長く感じていますが、頑張ります。 

夷隅郡御宿町というところで生まれました。 

海あり、山ありのところで育ってきました。 

19７２年生まれのねずみ年、寂しがり屋です。 

姉と両親がいます。現在の家族構成は長男が一人います。 

10 年前は妻１人、子供が 4 人いましたが、現在は子供た

【28 件 47,000 円 今年度累計 303,000 円】 
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ちが小遣いをせびりにくるくらいです。 

最近は幸せの定義がわからなくなっています。 

仕事の方ですが塗装業を営んでおり、私で 3代目となり

ます。現在はいすみ市となっておりますが、もともとはいす

み群のいすみから来ているようです。 

おじいちゃんの時代から塗装をやっていますが、祖父は

以前、国鉄に勤めて、飛行機の基地で傷ついた戦闘機な

どの塗装の補修をしていたようでちょっとした自慢です。 

私も 16 くらいから、学歴はないのですが、ずっと 33 年間

塗装の仕事をしています。 

今まで塗装をやっていた中で楽しかったことは、エジプト

に日本大使館の新築工事の技術指導員として、実際は作

業員みたいなイメージでしたが、手直し的な形で 1 月ほど

いっていました。日本人的な感覚でいうと神秘的でした。 

12 時間ほどかかり、到着し、次の朝、すごく町が汚いこ

とに気づき、イメージが吹き飛びました。通訳の人もつくの

ですが、ごみをポイポイ捨てていく。あの人たちは全部神

様がやることだと言って、済ましてしまうのです。 

現地の職人は本当に技術がなく、1 日だけ休みがあっ

たのですが、海洋博物館にいき、黄金の仮面を見たくいき

ました。中をのぞくと、1 枚板ですごく滑らかな作りで、仮面

を作れるひとの子孫が、なんできれいにペンキを塗れない

のかと不思議でした。 

その後、なぜ昔の人は作れて、今の人は作れないのか

聞いたら、今の人たちは侵略者だったのですよね。その以

前の人の遺産で飯を食っていると聞いて、すべて合点が

いきました。 

その後、中学校の新築工事を 1 か月で完成させないと

いけないという状態で、この話がきました。公共工事は金

額も安い。一戸建てをやると、奥さんがきれいになったと

喜んでくれるし、10日くらいで終わるし単価もよい。 

なので、自分はこっちをやろうと決めたのですが、自分の

子どもたちが入るからと言って、やらせてもらいました。 

ただ、設計士の方がかなり変わった人で、１０何色使っ

て、２０種類ほどのペンキを使って作業をしました。 

父ちゃんが作ってせがれがぶっ壊すのか。などとも言われ

ました。長くやっているから出来るわけではなく、縁あって

出来ましたが、大赤字でした。 

このロータリーに入れて頂きまして、今までその他の JC

などいろいろと経験してきましたが、この会は緊張感のあ

る会だと思い、参加させて頂いております。 

伊藤君に紹介いただき、多少無理やり入りましたが、やる

と決めたらしっかりやりたいと思っております。 

以前、建設職人甲子園という団体でいろいろと良い人間と

巡り合いました。 

今後も積極的に参加したいと思っておりますのでよろしく

お願いします！ 

 

◇東京臨海北斗ＲＳＣ会員 関口満博様 

大輔会長の挨拶にプレッシャーを感じております。 

設立 29年 1月、5年目。産業廃棄物コンサル業のベ

ネフィット（株）関口満博でございます。 

ここにおられる数名の方々とは入会前から何かとご

縁があり、昨年、北斗に新規入会させて頂きましたが

お陰様で妙に馴染んでおります。 

高橋映治会員…昔からいつも笑顔で面倒見て頂いてい

ます。 

本多会員…若いころから闘志剥き出し発言を聞かせて

頂き刺激になっています。 

村社会員…仕事の打合せなど 

井上、尾身、坂本会員は日本人同士でなぜか初見が海

外で飲み会きっかけ 

勝間田、佐藤正樹、柴田会員 偶然、飲み仲間 

地引会員…接待、忘年会などお店でお世話になる 

白幡会員…全損保険。自腹で検査まで受診させられま

した。 

杉浦会員…持ち家の売却 及び 新居探し 

佐久間会員…その新居と会社事務所のリフォーム、空

調設置    

その他皆様、今後、お付き合いの程、宜しくお願い致し

ます。 

経歴ですが、昭和 46年 4月 28日生まれ B型。 

小岩生まれの船堀育ちで 21歳から千葉県民！ 

船堀小→松江 1中→葛西南高。 

ソングリーダー今井会員の後輩という事が先日発覚！

慶応大学に進学予定をしていましたが、特別飛び級で

エリートコースの慶応ではなく京葉開発へ入社（現在

の KSJ） 

思い起こせば、当時、巷では東京ラブストーリーが

大はやり！そんなラブストーリーを頭にチラつかせ入

社したところ、作業着のおじさん作業員、どう見ても

怖そうな運転手さん、事務員までご年配のおじ様、お

まけに上司は体中に和柄の絵があるアーティスティク

な方々に囲まれ、思い描いていた物とはあまりにもか

け離れていた 19 歳の夏でした。言っておきますが 31

年も前の事です。 

初勤務地は、鈴木会員が中間処理場として一番最初

に許可取得をした原木処理場勤務。その後、約 1 カ月

修行を行い、天下の大企業、清水建設のモノレール駅

の新築現場でデビュー！精一杯集中作業しすぎて現場

となりの日の出桟橋、東京湾クルージング予約センタ

ーの電話回線をユンボでぶち切り大事件に発展！ 

その大事件とは、31年前ですからもう時効ですが、監

督に「ユンボの免許見せなさい‼」「すみません忘れま

した！」と返答。その後、慌てて本社に連絡！「常務！

電話線切ってしまいました。」常務も慌て、「すぐ現場

行くから！」事故検証の結果、切った電話線も数十回

線、纏った内の 1 回線、奇跡でした。しかも予約の回

線ではなく、隅っこにポツンと存在する公衆電話の回

線でした。突然ですが、ここで皆様に問題です。何故に

奇跡の一回線のみで、常務が慌て現場に来たか？答え

は、まだ免許取得していなかったのです！現場入場時

の安全書類は偽造だったのです！これは私の意思では
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ありません。常務の策略です。そんな激しいデビュー

を飾った苦い思い出があります。ちなみにこれも 31年

前の事です。 

その後、コツコツ仕事を覚え、色々な方々と出会い、

上司、先輩方に素敵な大人の世界を教えて頂き、5年も

経つと体中から独立、社長、金持ち、この思いが病気の

様に溢れ出て止まらなくなりました。 

当時、鈴木会員と話す機会があり「独立したいです」

なんて熱い思いを伝えたら、笑うどころか真剣に、優

しくも重みのある口調で「まだ早い！うちの会社で 10

年しっかり勤め上げろ！独立はそれからだ！ただの重

機オペレーターじゃ駄目だ！自分の受け持つ現場で常

に粗利１５％以上、上げることに専念しろ！ただのオ

ペレーターじゃ必ず会社を潰す！」今でも頭に残って

います。 

この日を機に、受け持ち現場の全ての細かな収支（今

考えればただの粗利）を確実に計算し、１５％超えの

アベレージ２０％、工事部の実績発表会で常にトップ

の成績で、金一封を頂いていました。 

そこから自分の現場が儲かる喜び、どうやれば儲か

るのか、こうすれば儲けられる！全てが繋がり自信に

繋がりました。収支だけではなく、商売道具の（ユン

ボ）も大切に扱い、他のオペより自分のユンボは輝き、

調子も絶好調、売却時も買取り金額が良かった事を覚

えています。 

そんな中、上司からも全現場の収支チェック、安全

パトロールなど任せてもらい、独立に向かいながらも、

なんだか愛社精神が芽生え、やりがいある仕事人生を

送っていました。 

時は流れ、入社８年が過ぎようとする中、世間では

良くある事？問題発生です。21 歳で初代奥様を頂き、

結婚生活 6年、理由は聞かないでください！離婚へ！ 

独立を夢見た関口青年は慰謝料、養育費を支払い抜く

大きな使命というプレゼントが舞い降りて参り、同時

にここで人生最大のピンチを迎えます！自分の蒔いた

種ですが・・・世の中、この支払義務をいとも簡単に放

棄する人が多いと家庭裁判所の方が言い放ち、その時、

自分のやった事に大きな罪悪感で、このプレゼントは

しっかり受け取ろうとかなり深く受け止めました。ち

なみに数年前に使命は果たしました。 

その為には・・・答えはすぐに纏りました。 

とりあえず今の自分に出来る事。この京葉鈴木グルー

プで出世する！これしかない！今まで仲良くしていた

会社仲間と同じじゃ駄目だ！跳びぬけないと！鈴木会

員が掲げた事、自分に与えられた事をやり遂げなけれ

ば！利益は出していましたが、我欲な塊から大きく変

化しました。 

予想はしていましたが、仲間達からは会社人間に急

変しやがった！挨拶する仲間も減り、少し孤独を感じ

ながらも青年は使命を果たす為、戦いました。 

その後、29歳から工事現場を離れ、グループ内施設

を任され、32歳で代取りとして会社を 1社与えて頂き、

33歳で鈴木会員が初めて許可取得したメインの処理場

の運営を任され約 10 年、処理施設がどれだけ適正に、

安定した利益を得られるか、その為のルールを考え、

当時の利益を皆と達成できたと感じております。部下

も素直に付いて来てくれて、今は経営者となり利益額

も増益で日々突っ走ってくれています。 

その後、営業職を 2 年間経験させて頂き、まる 4 年

前に、今のコンサル業務に繋がっています。 

この会社の事業内容は、中間処理場許可取得や、業

の更新検査のコンサル。納品先を探し、処理施設とマ

ッチングさせる事、及び条例に伴う納品先の届出など

が主な業務です。 

ここで皆様にお願いがあります。造成工事業、不動

産業、再生エネルギー業、農地、墓地などの造成などあ

りましたらお声掛け、ご紹介ください。予算が取れな

い案件も、ご要望に添える様頑張りますので、気軽に

ご相談ください。利益が出れば紹介として商売にも繋

がります。 

最後になりますが、このグループにお世話になり 31

年が経ちました。関口青年も、若い時期は世間を知ら

ず、会社に不満を抱きながらも、時間と共に色々と世

の仕組みを勉強させて頂き、当時の鈴木会員の様々な

工面が理解できるようになりました。 

先日、鈴木会員の論文を見たら表紙をめくった裏に

大きく【歩から金 金から王将への道 成り上がる！】

と書いてありました。極意の全てを習得するのは厳し

く感じますが、少しでも自分なりに学び、世の為にな

り、利益が見込める事業を進め、不安の無い、老後の人

生の為にも前に進みたく思います。 

憧れの独立はどこへやら！今となれば離婚で独立が

できなかったのではなく、これが正解だったのだと思

います。 

だから生涯このグループでやりがいを求め、部下達

が目標を持てる様、頑張りたいと考えています。 

苦手なスピーチはこれでしばらく無いですね。 

有難うございました。 

 
 

■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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10月 12日に 

自事業活性化委員会が開催されました 

 

 
 

 

 


