
 
 

 

 

２０２２年５月１１日 
東京臨海 RC     【第１２３７例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第４６回例会】 

 
「イニシエーションスピーチ」 

東京臨海ＲＣ会員 大西洋平様 

東京臨海ＲＣ会員 榎本隆文様 

 
 

 

 

「今年度第 3回・次年度第 1回 

合同クラブ協議会」 

 

 

   

 

 

５月１１日の卓話 ５月１８日の卓話 

≪2022 年 4 月 20 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1236 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 45 回  

司会：秋田会員 

■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「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 山田晃久様（東京臨海 RC 会員） 

ゲストスピーカー 畠山孟賛様（東京臨海 RC 会員） 

■ビジター紹介：岩楯会員 

 青津彰弘様（東京江戸川ＲＣ） 

 山本昌之様（東京江戸川ＲＣ） 

 
■会長報告：佐藤大輔会長 

 
・ガバナー補佐訪問日について、4月の理事役員会報告

に記載されておりますが、その後、日程が変更にな

りました。6 月 15 日から 6 月 22 日に変更になりま

したのでご連絡いたします。 
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・クールビズについてご連絡いたします。5 月から 10

月の期間は、当クラブ例会でのクールビズ期間とし

ております。但し、ノーネクタイで結構ですが、ジャ

ケット着用でお願いします。また、ガバナー公式訪

問日など特別な例会の時は、ネクタイ着用でお願い

致します。 

・入澤昭彦様より、クラブ基金にご寄付を頂きました。 

■幹事報告：勝間田幹事 

 
・4月 27日と 5月 4日は、当クラブの例会は休会です。

次回例会は、5月 11日になります。 

・4月の理事役員会報告を 4月 14日、会員皆様へメー

ル送信いたしました。 

・今年度第 3 回・次年度第 1 回合同クラブ協議会を 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

動実績と次年度への引継書の作成をお願い致します。

提出頂く皆様には、昨日、メールにて提出依頼を送

らせて頂いておりますので、5月 10日までにご提出

をお願い致します。 

・東京東大和 RCよりご連絡を頂きました。 

東京東大和 RC は、創立 50 周年を記念して講演会を

開催されます。講演会は YouTube でも配信されます

ので、是非、沢山の方に観て頂きたいとご連絡を頂

いております。詳細は、4月 1日に会員皆様へ送信い

たしました。 

■委員会報告 

・社会奉仕委員会（大西委員長） 

 
4月 6日と 13日の例会でロータリー希望の風奨学金

のご寄付を募りました。合計 99,000円集まり、4月

14日に送金致しました。 

・ロータリー財団担当（酒井委員） 

 ウクライナ支援金を 3月から 4月 13日までの例会で

お願い致しました。合計 28万円集まり、ロータリー

財団へ送金致しました。 

・次年度幹事（井上次期幹事） 

 次年度会員名簿の作成に入ります。次年度会員名簿

の記載内容は、今年度と同様に作成いたします。 

会員名簿資料に変更がある方は、5 月 5 日までに東

京臨海ＲＣ事務局宛、ご連絡下さるようお願い致し 

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が 5 月 6 日

（金）16時よりホテルニューオータニ博多にて開催

されます。東京臨海ＲＣからは 8 名リアル参加致し

ます。また、オンライン参加できるように臨海ＲＣ

は登録料を納めて頂いておりますので、現地に行か

れない方も是非、オンラインで参加下さい。オンラ

インの詳細が届きましたら、改めて会員皆様にメー

ルでご連絡させて頂きます。 

 

■出席状況報告：白幡会員 

 
東京臨海 RC 

 会員数：62名 

出 席：34名 

欠 席：28名 

 出席率 54.84％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：21名  

出 席：6名（例会場：0名 ZOOM：6名） 

欠 席：15名  

出席率 28.57％ 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

(ご意向)東京江戸川ＲＣの新入会員をメーキャップの

練習で連れてきました。：山本昌之様（東京江戸川 RC） 

(ご意向)本日、初めて出席させて頂きます。東京江戸

川ＲＣの青津です。宜しくお願いします！：青津彰

弘様（東京江戸川 RC） 

(ご意向)日台ロータリー親善会議福岡大会、参加あり

がとうございます。：斉藤会員 

(ご意向)18 年振りのイニシエーションスピーチです。

よろしくお願いします。：山田晃久会員 

(ご意向)山田晃久さん、畠山さん、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、寺田雄司会員、今井会

員、伊藤会員、白幡会員、村社会員、工藤会員、 

須藤会員、渡辺会員、岩楯会員、柴田会員、篠塚会員、 

田村会員、入澤会員、髙橋会員、内海会員、秋田会員、 

田中会員、小松啓祐会員、酒井会員、坂本康朋会員、 

大西会員、諫山会員、小松靖教会員、吉成会員、 
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伊佐会員 

 
 

■卓話 （紹介者：井上 SAA委員長） 

 
 「イニシエーションスピーチ」 

    東京臨海ＲＣ会員 山田晃久様 

 
ご紹介いただいたとおり入会丸 18年過ぎたようで 

す。入会してすぐにイニシエーションスピーチをさせ

ていただいてその後何回か機会はあったのですが、ほ

とんど関連業種の人にやってもらったりしていまし

た。例えばおくりびとの人に業界の裏話をしてもらっ

たり、その年担当の奉仕委員会の内容を説明するよう

なことをやってもらったりとかして、自分でやったの

はその最初の 1回きりでした。 今回はほとんどが新

しいメンバーなので自分のことを話したいと思いま

す。 

まず、私の身内のことを話させていただきます。父方

の祖父は、新潟の巻町という所で生まれまして、そこ

が実家になります。それは燕三条があるような、金属

に関する仕事が多い地域だと思います。その祖父も、

鍛冶屋のせがれでした。祖母と結婚しまして東京へ出

てました。祖父は小石川にある砲兵工廠と言いまし

て、小銃などの鉄砲の設計とか、製造工場で働いてい

たようです。工員というより、設計、改良などをやっ

ていたようで、軍の方からだと思うんですが、いろん

な賞状だか勲章だかのようなものを百幾つももらって

いたというような話を聞いております。祖母は、同じ

く新潟の中頸城郡という所で、新潟市から富山方面へ

ずっと下がっていった所で、糸魚川まで行かないです

が、少し手前の山の中で生まれておりまして、そんな

に裕福じゃなかったようです。そんな農家の娘と祖父

が結婚しまして、それで東京に出てきました、江東区

の大島という所で所帯を持って、田んぼ一枚（３００

坪）にアパート数件建てて生活していました。 

話を母方に移しますと、母の父親である祖父は、国立

市に谷保という所がありまして、谷保には天満宮、天

神様がありまして、そこのそばで生まれ育ったもので

すから、所帯を持つときに亀戸天神がある亀戸がいい

だろうということで、亀戸 3丁目という、本当に天神

様のお膝元で商売を始めました。祖母は蒲田のちょっ

と先の雑色というところの庄屋の娘だったようです。

そんなことで母の実家のは、戦前の話になるんですけ

れども、こんにゃくとかくず餅とかの製造所でした。

製造して小売店に卸すというような当時としては、30

人、40人の人を使ってやっていたようで、かなり大

きくやっていたんだと思います。大正１５年生まれの

母は戦争当時は亀戸の実家に居り、3月 10日の東京

大空襲で工場住まいなど全て見事に焼け落ちまして、

錦糸公園に高齢の父母と一緒に逃れて、九死に一生を

得ました。父は大学へ行ってたのですが、学徒出陣で

静岡県浜松の陸軍の航空隊に行っておりましたので、

直接 3月 10日の大空襲には遭っていなかったんです

が、戻ってきましたら実家が大変だということで。ど

ちらの家も、いったん、母の方は喜多見という所、世

田谷のちょっと向こうの所に逃れて、父たちは金沢八

景の方に逃れて、しばらくたって亀戸 3丁目へ戻って

きたというような形です。そこで 2軒間にあって、お

隣同士みたいなそんなときに知り合いほどなく結婚し

ました。戦後まだ何年もないときだったので、お互い

に大変で、2人できちんと着物（紋付羽織袴と文欽高

島田の花嫁衣装）を着た写真だけはあるんですけど、

式はできなかったというふうに言ってました。そんな

2人に育てられた私たちは、4人兄弟の私は一番末っ

子なんです。兄、兄、姉、そして私が一番末っ子で、

私が生まれる少し前、昭和 32年ごろのことなんです

けれども、江戸川区で初めて店を開いた東小松川 1丁

目小松川インターの出口の所にある今は小さな倉庫に

なっていますそこで私は生まれ育ちました。その頃は

まだ、私の生まれた頃は、クリーニング屋をやってお

りまして、江東区にいる頃からクリーニング屋でし

て、私が生まれて少ししたときに二枚看板あげるよう

になって、葬儀屋を始めるようになりました。葬儀屋

を始める前から山金っていう名前がついてる、クリー

ニング屋の時代からの屋号なんです。これは祖父の山

田金次郎と言いまして、その祖父の名前をとった屋号

になってます。ですので、昔風に言えば山田金次郎商

店というような感じかなと思います、その名前をとっ

て山金という名前で、今は京葉交差点の所で、京葉交

差点でお分かりになると思います、有名な宝くじ屋さ

んがあるとこです、その隣で葬儀ホールをやっており

ます。 

私の兄 2人いますが、一番上の兄はちょっと学者肌の

人間で、学校の勉強もできたもんですから、父は医者

にしようとか思ったみたいなんですね。兄に言ったん

ですけど、「医者なんかやりたかない」って言われま

して、勝手に千葉大に入りまして、好きなこと植物と

か地学とかそんなことをやって結局高校の教師になり

ました。今は退官して嘱託で週１～２回単科教師とし

て勤めています。  

2番目の兄が、家の仕事を継ぐ予定で、どうせ葬儀屋

継ぐんだったらば、宗教のこと分かってた方がいいだ

ろうということで、仏教系の大学、大正大学に入りま

した。あくまで葬儀屋を続けるつもりで大正大学に入

【31 件 52,000 円 今年度累計 1,583,000 円】 
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ったのですが、なんだかんだお坊さんになるラインに

乗っかってしまって、気が付いたら兄は埼玉県のお寺

に婿入りするっていう話になってしまいまして、おや

じは焦ったんだと思うんですね。そのときに最後に残

ってる私がいたもんですから、父は実は兄が医者にな

るのは嫌だと言ったもんですから、私を医大の付属の

高校に入れたんですね。千葉の東邦高校に入学しまし

た。医者にするつもりでいたんだけども、店を継ぐこ

とになってた次男が坊主になっちゃうって決まったも

んですから、これは困ったというので私に白羽の矢が

立ちまして、「おまえ、店やらないか」っていうふう

に言われて、その頃、実は父、私が高校生の頃に体の

具合を悪くしておりまして、しょうがないかな、やっ

ぱりやらないといけないのかと覚悟して、兄が大正大

に行ったんで、私はちょっと別の宗派ということで、

日蓮宗立の立正大学に行くことにしました。  

それで日蓮宗の友達なんかを増やしていったりしまし

て、そのときに学校でインド仏教史の授業を聞いてい

ると、すごくインドという場所に思いが飛びまして、

これはインドに行くしかないなと思って兄に相談した

ところ、坊主になるラインに乗っかった兄が「俺が 1

年家のことを面倒見てやるから行ってこい」と言われ

まして、「ありがとう」って言って、1年間ぶらぶら

と貧乏旅行インドでしてきました。大学出てすぐ、イ

ンドを旅行してまいりました。インドに行きたいと思

っていたので、なんかきっかけを探そうと思いまし

て、大学時代にチベット語とかネパール語とかを勉強

して、実はインドの北の方に中国共産党からヒマラヤ

山脈の国境を越えてインド側へ逃げてきたチベットの

亡命政府があるんですね。ヒマーチャルプラデーシュ

州という、一番とんがった北の方の所にある州のダラ

ムサーラという村です、そこの村目指して私は大学を

出てすぐに、チベット語を教わったチベット人の先生

のつてで、チベットの亡命政府がある所へ行きまし

た。観光ビザで入っているので長くはいられないので

3カ月で、延長はできるんですね。6カ月まで延長し

て、そうするとしょうがないのでいったん外へ出て、

またビザを取り直してっていうような形で、ネパール

に行ったりバングラデシュに行ったりしながら 1年間

インドで過ごしてきました。そんなこんなで、やっぱ

り環境がまるで違うところで、考え方も行動もまるで

違う人たちで、カルチャーショックというものはたく

さんありました。当時、日本で見てた老人の表情より

も、インドの老人の方がすごくあっけらかんとして

て、ありのままを受け入れているような感じに思いま

した。あまりつらそうな顔をしている老人がいなく

て、その代わり少し、スコンと抜けちゃった感じであ

りのままを受け入れているので、すごく僕にとっては

それがナチュラルに見えて、日本の人たちよりもすご

く自然で幸せなのかもしれないと感じました。そんな

ことを感じながら日本に帰ってきて、改めて親の仕事

のところへ戻りまして今に至っているわけです。  

ロータリーはほんとにこの 18年間の中で、いろいろ

とあって、ちょっと私仕事でけがをしたりして、3カ

月ぐらい休んだりしたこともあるんですね。帰ってき

てみると、ごそっと 3分の 1ぐらい辞めてたりして、

なんだろうというような感じで、その理由はあんまり

分からぬまま、なんとなく想像はできるんですけど、

分からぬままそんなことが 2回ほどありました。でも

その大きな波をこのクラブは乗り越えて、今これだけ

の人数でいることは本当にすごいなと思いながら、お

のおののその頑張り、近々では本当に佐久間直前会長

はすごく頑張ったと思いますし、この規模っていうの

はなかなか、この東分区でもほんの一握りのクラブで

しかないので、このパワーというか、湧き上がるよう

なものを私も感じていたいなと思って、今このクラブ

でやっとこですけどついていかしてもらっています。  

そういうことで、最後に私はこの 2年、米山というの

を担当してやらせていただいております。昨年 4月よ

り、アンくんというベトナムから来た奨学生がおりま

す。昨年というか、これまでの 1年間はほとんどコロ

ナであんまりいろんな行事に参加させてあげることが

できなかったのが悔やまれるわけですが、まだ彼は 2

年間ということであと 1年あります。ぜひ、このコロ

ナが明ければいろんな行事に参加できると思いますの

で、皆さん協力していただいていろんなことで彼を引

き回してやっていただけるとありがたいと思います。

日本ってどういう国だって、いい思い出になって帰れ

ることが一番の目的だと思いますので、ぜひ皆さん協

力していただいて、彼と仲良くしてあげていただきた

いと思います。ぜひお願いいたします。簡単ですがこ

れで終わりとさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

    東京臨海ＲＣ会員 畠山孟賛様 

 
入会二か月目の畠山です。宜しくお願いします。会社

は昭和 48年に父が 2t車一台で創業し昭和 51年に会社

を設立致しました。昭和 58年には現在もある篠崎工場

にて中間処理を始め、平成 8 年より現在の江戸川区妙

見島にて本社工場を稼働させております。今日は私の

自己紹介をさせて頂ければと思います。私は 1980年 12

月 31日大みそかに江戸川区で産まれました。両親が現

在の産業廃棄物処理業を営んでいましたので、休みま

で出てくるのを待っていたと言われています。現在で

も年末年始は 31日から三が日の休みとなっており、建

築現場が動いていれば交代で出ています。幼いころは

引っ越しが多く、産まれてすぐに葛西・南砂、幼稚園で

は柏の沼南町ここでは一人鍵っこをしていたのを覚え

ています。篠崎に会社があった為、夜八時ころまでフ

ァミコンを買い与えられて待っていたり隣の家に上が

り込んでいたのを覚えています。小学校入学と同時に

篠崎へ引っ越し・小学校高学年では今の実家がある江
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戸川区本一色へ移りました。 

転校は一校でしたが在日韓国人（現在は日本へ帰化し

ています）という事が関係あるのか、同級生と良く揉

めることもあり中学へ入り、私の希望で空手道場へ入

門しました。週 2 から 4 回通い組手を好んでやってい

ました。血気盛んな年頃で私生活でも色々とありまし

たが、比較的空手でストレス発散が出来ていたと思い

ます。大会には毎回参加、江戸川区大会では優勝する

ことも出来ました。江戸川区代表で墨東五区大会では

3位が最高でした。 

私が長男という事でもあり、会社をお前が継ぐのだと

幼いころから言われており、小学 5 年から夏休みなど

の連休には高校でガソリンスタンドのアルバイトを始

めるまで毎年 1，2週間工場で選別のお手伝いをしてい

ました。 

高校を決める際にはレールが引かれている気がしてお

り、なんとなく数学が得意もあり税理士に慣れたらと

思い商業高校へ進みました。高校二年で日商簿記 2 級

を取り満足してしまいその後はアルバイトと遊びの生

活を続けてしまっていました。夜中まで友人宅で麻雀

をやりうるさくて追い出される、バイクでふらふらと

遊びまわって朝も起きられず、母が高校に呼び出され

たのを記憶しています。 

勉強嫌いな学生生活でしたが、大学生活は人生の遊ぶ

ための時間と先輩に聞いていたので行きたいという意

思はありました。簿記の資格を取っていたことだけで

大学へ行く事が出来たのです。入学はしたものの、本

当に遊び惚けてしまい、4年間遊ぶだけでお別れとなっ

てしまいました。 

平成 16 年から現在の会社に入社し入社前に自身で出

来ないことは口出し出来ないと思い大型免許・玉掛け・

移動式クレーンの資格を取りユニックドライバー、大

型の運転手、配車、営業と仕事をしてきました。 

仕事内容は建設系産業廃棄物の運搬と中間処理を行っ

ており、今ほど働き方や諸々と厳しくないこともあり、

働く時間も 2 泊 3 日仮眠のみでの現場仕事など 4 年ほ

ど続けたところ、父と働き方（休日を増やす）という事

で言い合いになり、会社から 2 年ほど出ていた時期も

ありました。それ以外の理由もあるのですが。。。 

25歳の頃、JCに誘われて入りましたが会社退社と共に

一度やめることとなりました。 

一度目の頃は辞める際に相談をしたところ JC の先輩

が父親に会いに来て止めようとしてくれたことがうれ

しかった思い出です。その他、京都や遊びも教えて頂

いた一度目の JC 生活でした。30 歳になり家業に戻る

事となり仕事に真剣に取り組みました。リーマンショ

ックの響きもあったのか、建設業自体が落ち着いてい

ることもあり暇で悲惨な状況だったと記憶しています。

売上げは現在の半分以下、ドライバー・従業員を数名

辞めさせるような状況であったため、営業に励みまし

た。結果徐々に業績も右肩上がりになり大手ゼネコン

との取引も増やす事が出来ました。現在は千葉県へ最

終処分場を造る動きと中間処理工場の増築をするため

に動いています。 

仕事もしっかりと回す事が出来ようになり 37 歳にて

再度 JCへ加入し 2年と少し駆け抜けました。いろいろ

な気づきの機会・体験する機会があり勉強となりまし

た。最終年度はコロナがあり我慢の中で工夫した一年

間でしたが周りの仲間と試行錯誤しながら過ごしまし

た。 

一度会社を辞めるきっかけのもう一つに 27 歳にて現

在の妻と長男を授かり結婚を決意し反対のなか進めた

ことでした。二度目の入社の頃は仲良くなっていまし

た。今では中学一年生の長男、小学 6 年生反抗期真っ

ただ中の長女、2歳の次男と 5人で暮らしております。

昨年、本厄の年に妻が乳がんを患い現在闘病中です。

昨年の夏はお先真っ暗となっていましたが家族で前向

きに戦っています。 

 

ロータリーには大西さんから誘って頂き、入会するこ

ととなりました。 

まだ何をしてよいのかわからないことばかりですが、

今まで生きてきて人と人のつながりが大事だと感じて

おります。人と人の繋がりが一番の宝なので、入って 2

か月目ですが様々な行事へ参加し皆様と繋がっていき

たいと思っております。宜しくお願い致します。 

 

 

 

■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 

 
 

 

 


