
 
 

 

 

２０２２年３月８日（火） 
東京臨海 RC     【第１２３１回例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第４０回例会】 

 

「イニシエーションスピーチ」 

東京臨海ＲＣ会員 須藤宗之助様 

東京臨海ＲＣ会員 入澤 昭彦様 

 

1）「イニシエーションスピーチ」 

2）「バギオ基金について」 

東京臨海ＲＣ会員  

一般財団法人比国育英会バギオ基金副会長 

斉藤 実様 

 

 

 

３月８日(火)の卓話 ３月１６日の卓話 

 ≪2022 年 2 月 16 日ハイブリッド例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1230 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 39 回  

司会：内海会員 

■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「それでこそロータリー」 

：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 藤中靖大様 

    〃     今 翔乃様 

■ビジター紹介：柴田剛会員 

 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 

・一般財団法人比国育英会バギオ基金より、感謝状が

届いておりますので贈呈致します。 

 第 130回感謝状：東京臨海ロータリークラブ 

 第 1回感謝状：榎本隆文会員 
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■幹事報告：勝間田幹事 

 
・当クラブ例会変更についてご連絡致します。 

行事予定表と変更になった点がありますので、注意

下さるようお願い致します。 

◇次週 2月 23日は、休会 

◇3 月 3 日（木）の移動例会は、地区大会が延期の

為、休会に変更 

◇3月 8日（火）は、「東京臨海東 RC創立 26周年記

念合同例会」は延期、 

「東京臨海 RC・東京臨海北斗 RSCの例会」として例

会開催 

◇4月 13日（水）は、延期になっていた当クラブ創

立 28周年記念合同例会として開催 

・2022-23 年度版ロータリー手帳の申込は本日までで

す。購入希望の方は、本日までに事務局へ申し込み

ください。 

・2 月の理事役員会議事録を 2 月 3 日に会員皆様へメ

ール送信致しました。 

・地区大会フォトコンテスト オンライン投票のお願

いが届いております。 

 会員皆様へは、2月 14日にメール転送させて頂きま

した。 

 投票期間は 2022年 3月 31日（木）13時までとなっ

ておりますので、投票にご協力お願い致します。 

・東京臨海 RC 新入会員大歓迎会を 2 月 25 日（金）に

予定しておりましたが、まん延防止等重点措置が延

長になりましたので、延期することに決定致しまし

た。 

■委員会報告 

・国際奉仕委員会（柴田委員長） 

 
1） 国際ロータリー本部からのお知らせ 

国際ロータリー理事会は、2022 年ロータリー国

際大会を 6月 4～8日に、直接対面式で米国テキ

サス州ヒューストンにて開催することを確認し

たことをお知らせいたします。このほかに理事会

が決定したこととして、参加者は全員（大会前会

議の参加者を含む）、新型コロナワクチンを完全

に接種（米国疾病対策センター［CDC］が定義す

る通り 

https://msgfocus.rotary.org/c/13SVMw8uYgSqM

ExWYEkUrmV1g3VI ）、または、国際大会への到着

前 72 時間以内に受けた新型コロナウイルス検査

の陰性結果を提出しなければなりません。 

この決定を受け、出席を奨励するために、2月 28

日までに登録した方には 495 米ドルの特別料金

を新たに適用させていただくこととなりました。

この特別料金は、12 月 16日にさかのぼって適用

され、12月 16日からの登録料金であった 575米

ドルを支払って登録された方には、差額分を返金

いたします（自動的に返金手続きを行いますので、

登録者が手続きを行う必要はありません）。 

ヒューストンにて皆さまにお目にかかれますこ

とを楽しみにしております。 

2） 国際ロータリー第 2580地区からのお知らせ 

上記の通り RI理事会で、国際大会は、ヒュース

トンで本年 6 月 4 日から 8 日対面式で開催され

ることが追認されております。しかし、オミクロ

ン株による感染が全世界的に拡大していること

により、国や地域によって入国制限措置や行動

制限措置が流動的な現状で、場合によっては国

際大会がハイブリッド開催になることも想定し

ておりますので、ヒューストン国際大会期間中

の 6月 5日に予定されてました第 2580地区主催

イベントとしての「国際ロータリー第 2580地区

ガバナーズランチョン」は、現時点の状況を鑑

み、中止を決定致しました。 

・プログラム構成委員会（田中委員長） 

 1）ロータリーの友 3月号の紹介 

 2）ロータリーの友購読料が 2022 年 7 月号より改定

されます。 

  2022年 6月まで：1冊 220円／税込（本体価格 200

円） 

2022年 7月から：1冊 275円／税込（本体価格 250

円） 

■出席状況報告：林会員 

 
（ハイブリッド例会・まん延防止等重点措置期間） 

東京臨海 RC 

 会員数：60名 

出 席：40名（例会場：37名 ZOOM：3名） 

欠 席：20名 

 出席率 67.80％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：22名  

出 席：4名（例会場：1名 ZOOM：3名） 

欠 席：18名  

出席率 18.18％ 

 

 

 



 

 

VOL.26-No.1 

 

 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

 
(ご意向)藤中さん、今さん、イニシエーションスピー

チ楽しみにしております。：佐藤会長、杉浦副会長、

勝間田幹事、今井会員、寺田雄司会員、斉藤会員、 

井上会員、田中会員、渡辺会員、柴田会員、須藤会員、

村社会員、髙橋会員、入澤会員、米衛会員、太田会員、

内海会員、櫻田会員、酒井会員、白幡会員、虻川会員、

小松啓祐会員、小林健一郎会員、秋田会員、大澤会員、

諫山会員、舛本会員、大西会員、小松靖教会員、 

吉成会員、金城会員、榎本会員、伊佐会員 

(ご意向)本日、イニシエーションスピーチをさせて頂

きます。：今会員 

 
 

■卓話   （紹介者：プログラム担当 太田委員） 

 
「イニシエーションスピーチ」 

   東京臨海北斗ＲＳＣ会員 藤中靖大様 

 
東京臨海北斗ロータリー衛星クラブの藤中靖大です。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

AB型の辰年です。 

私は今は会社の代表ではなく、専務という立場であり 

ながら R衛星会員ではありますが所属させて頂いてお 

ります。 

普段からお世話になっている先輩方から推薦していた 

だき今に至ります。 

推薦していただいた先輩の期待を裏切らないよう、RC 

活動に邁進してまいります。 

よろしくお願いします。 

現在、私が専務をさせて頂いている会社は祖父の代か 

らの会社で地域に密着した会社です。 

大手ゼネコンとの取引はなく、取引先の 90％以上がエ 

ンドユーザーさんです。 

小さいながらも今年で創業 65年を迎えました。 

仕事の内容としましては、木造の新築、リフォーム工 

事を強みとさせて頂いております。 

昨今のウッドショックの影響はありますが、一つ一つ

の工事を一人ひとりのお客様に寄り添って大切に仕事

をさせて頂きたいと思っております。 

仕事の内容は空き家の解体をして、新戸建てを作って 

いる最中です。 

新築そっくりさんのようなイメージで販売したいと仲 

間の不動産屋さんとタッグを組んでいきます。 

以上で仕事の紹介とさせて頂きます。 

私は大学を卒業後、自転車で一人旅をしました。 

とはいっても最初の目的は近所の新中川の源流がみた 

いというものでした。さかのぼっていったのですが、 

軽い気持ち、軽い所持金、軽装で出発し、途中で石川県 

の旅館の仲居さんがすごいもてなしを（いろいろな意 

味で）してくれると話に聞いていたのを思い出し、石 

川に出発をしました。 

しかし途中の所沢で所持金を倍にしようとパチンコ屋 

にいって、すってんてんになりました。 

そこで石川をあきらめ、親戚のいる秋田にむけて方向 

を変えました。 

所持金がないため、その地域の人々やトラックの運転 

手さんに食べ物や飲み物を頂きました。 

途中の鬼怒川温泉で野宿をしていたら、おばあちゃん 

が心配をして自宅に泊めてくれました。 

色々な人たちに感謝しながら秋田に向けて出発しまし 

た。 

秋田につき、一泊し、北海道を目指し、青森まで行った 

のですが、途中で台風が来て、青森から新幹線で帰っ 

てきました。 

この旅でいろいろなことを学びました。 

人々の温かさや、軽い気持ちでそういうことをしては 

いけないと本当に学びました。 

原稿は以上なのですが、ぼくが 20歳からフィリピンに 

ちょこちょこ行くようになり、最近でも年 1回は行っ 

ています。 

向こうに家もあり、ＲＣの皆さまをむこうにご案内で 

きればと思っています。 

軽トラックをばらして、向こうにもっていって、右ハ 

ンドルの車を左ハンドルにして販売するという仕事を 

やっていました。 

向こうには家が 2件あり、ダバオには階段を下りたら 

海があるような家でぜひ、皆様といきたいです。 

ゴルフのベストスコアは 73です。 

フィリピンの現地には僕の友達が数十人いまして、と 

ても素晴らしい人たちで行くと現地を案内してくれた 

りしてくれます。 

中学の時からバトミントンをやっていまして、途中で 

バスケットボール部に移籍しました。 

高校に入ったときにバトミントン部にはいり、先生よ 

り、お前となら全国を目指せるといわれたのですが、 

またバスケットボール部に移籍をしてしまいました。 

新築そっくりさんは現在、建築不可などの案件を工事 

しているのですが、好評を頂いていますので、もし空 

【32 件 48,000 円 今年度累計 1,133,000 円】 
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き家などがありましたらご連絡いただければと思いま 

す。 

年末には本多さんや寺田さんとゴルフに行き、やっつ

けました。 

 

   東京臨海ＲＣ会員 今 翔乃様 

 
皆さんこんにちは。 

今ご紹介いただきました今と申します。 

まだまだ 29 歳と短い人生のご紹介をさせて頂きます。 

人生の半分は野球をやっておりました。 

名前は己の道ではばたけという意味と聞いております。 

体を動かすのが趣味で、家族は父、母、姉、弟の 5人 

家族です。 

姉と弟は結婚していますが、自分はまだ結婚はしてお 

りません。 

現在は建設、不動産、飲食、リースと建設子会社の 4社 

を経営しています。 

夢は馬主で、G1などには毎回かけています。 

自分で名前を付け、自分の馬が走る姿を見たいと思っ 

ています。 

今年 30になるのですが、親には冗談で葛西橋の下で拾 

ってきたと冗談を言われています。 

父は運転手、母は安田生命で働いていて、毎日 100円 

のお菓子を買ってもらった記憶があります。 

江戸川区で生まれ、臨海小学校にいかせていただきま 

した。 

よく食べて、体を動かすのが好きな小学生でした。 

小学校ではドッチボールがすごく強く、周りから野球

をやってみないかと誘われ、それを聞いた父からクリ

スマスプレゼントに二岡モデルのグローブをもらい、

そのまま誘われた友達のところに行って、始めました。 

試合にも即出してもらうことが出来ました。 

無意識にやっていましたが、その後、4番でエースとな

りました。 

父は野球も好きなのですが、相撲も好きで、わんぱく

相撲にも参加するようになり、何もしらずにやってい

きなり 3位になりました。 

その後も決勝で相撲部屋の子にいつも負けてしまって

いました。 

太っているとモテないと思い、野球を選択し、中学校

に進みました。 

その時、団地に住んでいたのですが、中学は選択制で

姉がいる中学校に進みました。 

高校は木更津総合にいき、甲子園を目指しました。 

中学 3 年くらいまではよいしょされていましたが、高

校では神様、平民、奴隷と言われますが、まさにその状

態でした。 

寮生活をしていたのですが、そこでいろいろ学びまし

たが、ホームランバッターが欲しいといわれいったの

ですが、チームがスモールベースボールのチームでし

て、野球の成績も伸び悩んでしまいました。 

2年半やらせていただいたのですが、野球を引退すると

すぐに寮を出されてしまうので、そのまま卒業までは

電車で通っていました。 

中学校の恩師に誘われ、大学で野球を続けることにな

りましたが、プロになれないなら意味がないというこ

とで、父に誘われ今建業に入らせていただきました。 

今期は 7億ほど行くのではないかと思います。 

野球の話が多くなってしまいましたが、コロナ禍の中

ですが、RCで学ばせていただけることを本当に感謝し

ております。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■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 

  
 


