
 
 

 

 

２０２２年５月１８日 
東京臨海 RC     【第１２３８例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第４７回例会】 

 
「今年度第 3回・次年度第 1回 

合同クラブ協議会」 

 

 
 

 

 

「青少年奉仕部門フォーラム」 

総合担当： 

青少年奉仕委員長 本多 信雄様 

 

   

 

 

５月１８日の卓話 ５月２５日の卓話 

≪2022 年 5 月 11 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1237 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 46 回  

司会：太田会員 

■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 

 
台北仁愛ＲＣ 蔡衍榮（E.R.）様 

ゲストスピーカー 大西洋平様（東京臨海 RC 会員） 

ゲストスピーカー 榎本隆文様（東京臨海 RC 会員） 

米山奨学生 レー・クオック・アン様 

■ビジター紹介：寺田雄司会員 

 本日はいらっしゃいませんでした。 

■ご挨拶：台北仁愛ＲＣ 蔡衍榮（E.R.）様 
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■5月のお祝い：親睦委員会 篠塚委員長 

 
◆会員誕生日 

臨海 RC：西脇昌会員、秋田將宏会員、虻川良太郎会員、 

米衛純二会員、伊藤丈史会員、地引智明会員、 

寺田雄司会員、吉成大樹会員 

北斗 RSC：三宅裕介会員、熊澤健司会員 

◆奥様誕生日  

臨海 RC：白井正三郎会員夫人、内海真樹会員夫人、 

原達徳会員夫人 

北斗 RSC：橋本郁会員夫人 

◆結婚記念日 

臨海 RC：柴田剛会員、米衛純二会員、西脇昌会員 

北斗 RSC：該当者いらっしゃいません。 

 
◆出席１００％  

臨海 RC：12年：田村浩康会員 

5年：酒井教吉会員 

 3年：勝間田健一会員 

北斗 RSC：該当者いらっしゃいません。 

 
◆「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：吉成会員 

 

 

 

 

 

 

■会長報告：佐藤大輔会長 

 
・台北仁愛 RC蔡衍榮様より、過分なるご芳志を賜りま

した。御礼申し上げます。 

・クラブ基金功労者に入澤昭彦様がなられましたので、

感謝状を贈呈いたします。 

・ご挨拶 米山奨学生 レー・クオック・アン様  

 
■議長報告：坂本康朋議長 

 
・東京臨海北斗 RSC 歓迎会を兼ねた創立 1 周年を祝う

会を 5月 27日（金）に割烹寿賀多にて開催致します。

出欠連絡の締切は本日までとしておりますので、ま

だ返事をされてない方は、至急お願い致します。 

 

■幹事報告：勝間田幹事 

 
・ロータリーの友 5 月号を会員皆様のメールボックス

に配布しました。 

・ガバナー月信 5月号を 5月 10日会員皆様へメール送

信いたしました。 

・5月のロータリーレートは、1ドル＝130円です。 

・定例理事役員会を本日 14 時より、3 階「松桐の間」

にて開催致します。今年度と次年度の理事役員の皆

様はご出席をお願い致します。 

・今年度第 3 回・次年度第 1 回合同クラブ協議会は、

次週 5月 18日、例会に引き続き 3時まで開催致しま

す。会員皆様のご出席をお願い致します。当日、今年

度各担当の皆様には、実績と引継について発表して

頂きますのでよろしくお願い致します。 

・今年度委員会を担当されている皆様には、今年度活
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動実績と次年度への引継書の作成をお願いしており

ます。まだ実績と引継書を提出頂いていない委員の

皆様は、今週中に提出をお願い致します。 

 

■委員会報告 

・クラブ奉仕委員会・Ｒ情報（代読：佐藤正樹会員） 

 
春の家庭集会を開催致します。今回のテーマは「ロ

ータリアンとして成熟するには」としております。

該当グループになるべくご出席下さい。どうしても

都合がつかない場合は、他グループに出席頂いて構

いません。出欠の連絡をサブリーダーへ必ずして下

さい。 

・青少年奉仕委員会・青少年交換担当（佐藤正樹副委員

長） 

 2023年夏に出発する青少年交換派遣学生の募集が始

まっています。国際性豊かな青少年を推薦の上、応

募させて頂くようお願い致します。募集の締切は

2022年 6月 10日です。詳細は、第 2580地区ウェブ

サイトに掲載されてます。 

・国際奉仕委員会・姉妹クラブ担当（斉藤副委員長） 

 5月 12日からバギオ訪問に行きます。バギオ・サマ

ーキャピタル RC と姉妹クラブの締結をしてきます。 

 

■地区委員会報告 

・地区日台親善委員会（斉藤委員長） 

 
第 7回日台ロータリー親善会議福岡大会参加報告。 

 

■出席状況報告：榎本副委員長 

 
東京臨海 RC 

 会員数：62名 

出 席：38名（例会場：37名 ZOOM：1名） 

欠 席：24名 

 出席率 62.30％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：21名  

出 席：11名（例会場：6名 ZOOM：5名） 

欠 席：10名  

出席率 52.38％ 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

 
(ご意向)東京臨海 RCの益々の繁栄を祈念致します。 

 ：蔡衍榮様（台北仁愛 RC） 

(ご意向)蔡さん、ようこそいらっしゃいました。：斉藤

会員 

(ご意向)：地区日台親善委員長 斉藤様、クラブ国際奉

仕委員長 柴田様をはじめとして日台ロータリー親

善会議に参加された皆様、お疲れ様でした。斉藤地

区日台親善委員長、杉浦会長エレクト、勝間田幹事、

柴田国際奉仕委員長、ごちそうさまでした！：舛本

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。よろしくお願いします。：大西会員、榎本会

員 

(ご意向)大西さん、榎本さん、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、井上会員、渡辺会員、田中会員、寺田雄

司会員、今井会員、小松啓祐会員、村社会員、酒井会

員、田村会員、熊澤会員、濵田会員、小林健一郎会員、 

坂本康朋会員、太田会員、今会員、内海会員、虻川会

員、須藤会員、工藤会員、小田桐会員、竹下会員、 

倉田会員、橋本会員、入澤会員、本多会員、柴田会員、 

佐久間裕章会員、山田晃久会員、篠塚会員、大澤会員、

金城会員、尾身会員、吉成会員、伊佐会員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【40 件 67,000 円 今年度累計 1,650,000 円】 
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■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ＲＣ会員 大西洋平様 

 
皆さまこんにちは。 

大西洋平です。 

冒頭ですが、私事ですがハウスクリーニングを寺田さ 

んに頼んだところ奥さんが大変喜んでくれ今晩はすき 

焼きだそうです。 

ありがとうございます。 

2015年父が衆議院議員になるタイミングで引き継がせ 

ていただき入会させて頂きました。 

1978 年に江戸川区で生まれ、4 人兄弟の次男として生

まれました。 

野球少年として、活発に活動していました。 

中学校の際は、甲子園に行きたいと思い、二松学舎に

セレクションに行ったところ、落ちまして修得高校と

いう、別学の学校に行き、高校ではラグビーをやりま

した。 

その後、立正大学に声をかけて頂き、ラグビーをやら 

せていただき、U19日本代表候補に選んでいただきまし 

た。 

社会人にさせて頂いたときに 1年だけ本格的にラグビ 

ーに取り組み、13 人制の日本代表に選んでいただき、 

フィラデルフィアに遠征にいき、アメリカ代表と戦う 

機会がありました。 

その後、キヤノンの営業として働かせていただいたと 

きは飛び込み 100件コール、東急リバブルではガムテ 

ープで手をまき、午前中は立って電話を掛けるなど、 

ご指導いただき勉強させていただきました。 

2011年に篠崎で小泉商事という会社の顧問に就かせて

頂き、その際に区議会議員に立候補し当選することが

出来ました。 

区議会議員は何をやるかといいますと、議会活動が中

心になるのですが、10年間でご相談を頂いた内容とし

ては保育園や交通整備のこと等が多くございました。 

区議会では 10年間で 1番質問をさせて頂き、様々な政

策などをさせて頂きました。 

中学校や高校等の空調整備の流れを作ったり、学校給

食の無償化をしたらどうかなど、施策をとらせていた

だきました。 

区が所有する未使用地をコインパーキングにする等、

有効活用の提案・実現も、RCのご指導の賜物と思って

おります。 

10 年経ち、昨年都議会選挙に挑戦させて頂きました。 

惜しくも惜敗率 99％でしたがこれを力に変えて、今後

もやっていきたいと思っております。 

また、悪質な誹謗中傷を SNS などで発信する問題で、

いわれもない誹謗中傷を受けている方が 2 割以上もい

る。という事実をもとに提案をさせて頂いた、条例案

が様々な経緯を経て、成立させることが出来ました。 

命を脅かす誹謗中傷をプロバイダに問い合わせても決 

して対応してくれない。 

なので司法にゆだねなければいけない。 

このプロバイダ責任軽減法、開示請求の簡素化を目指

して、今後もこの問題に取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

おかげさまで選挙後は出席率 100％で参加させて頂い

ておりますので今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

    東京臨海ＲＣ会員 榎本隆文様 

 
皆様こんにちは。 

今日のこのローテーションを組んだ人は誰なんですか 

ね？ 

大西洋平さんのように饒舌ではないため、やや気が重

いですね。 

10年前にイニシエーションスピーチを行ったのですが、

あえて同じ原稿を用意してきました。 

榎本隆文といいます。 

生まれは昭和 44年、千葉の松戸で生まれました。 

今思えば、生まれた頃は貧しかったのですが、中学校

くらいからは私立にいき、多少裕福になりました。 

中学 1年は野球、3年は柔道部等を行ってきました。 

稼業が新聞配達業をやっていましたので私も朝刊配達

などをやっていました。 

その当時に髙橋映治さんと出会い、今は大物になりま 

したね。 

私は高校進学後、大学を目指しましたが試験当日、寝

坊しました。 

その頃は比較的裕福でしたので、千葉の松戸と、オー

ストラリアのボックスリールが姉妹都市でして、父の

おかげでオーストラリアに語学留学しました。 

現実は学校にはほとんど行かず、1年ほどで日本に帰っ 

てきました。 

その後、仕事をしてもあまり続きません。 

トラックでの配送、営業なども 1 年持たずやめてしま

いました。 

実家に戻ろうとしましたが、親戚がなくなり、そこを

引き継ぐことになりました。 

結婚は 1度目は 2年で離婚。2度目は今も続いている 

のですが、11月 11日ポッキーの日に結婚しました。 

趣味は車やバイクなど買って、改造したりしています。 

今は運用業もやっています。 
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ロータリークラブには前々から入りたいと思っていた

のですが、映治さんに誘っていただけて入会すること

が出来ました。 

ロータリークラブに入ってよかったことは、皆さんと

出会えたことです。 

それではおいとまさせて頂きます。 

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 

  
 

 

 


