
 
 

 

 

２０２２年６月１５日 
東京臨海 RC     【第１２４１例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第５０回例会】 

 
「イニシエーションスピーチ」 

東京臨海ＲＣ会員 髙橋 映治様 

東京臨海ＲＣ会員 本多 信雄様 

 

 

 
 

 

 

「江戸っ子ぬくもり応援ロータリー地域社会共同隊

結成認証状伝達式」 

 

 

   

 

 

６月１５日の卓話 ６月２２日の卓話 

≪2022 年 6 月 1 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1240 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 49 回  

司会：柴田会員 

■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 

 
■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー：今井会員 

■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 佐藤 正樹様（東京臨海 RC会員） 

ゲストスピーカー 村社研太郎様（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。 

 
■6月のお祝い：親睦委員会 尾身副委員長 

◆会員誕生日 

臨海 RC：小林健一郎会員、柴田 剛会員、 

井上晴貴会員、本多信雄会員 

北斗 RSC：栗山智宏会員、倉田朋広会員、笹島弘隆会員 

◆奥様誕生日  

臨海 RC：須藤宗之助会員夫人、伊佐康暢会員夫人、 

小松靖教会員夫人、勝間田健一会員夫人、 

佐藤大輔会員夫人、岩楯佳司会員夫人 

北斗 RSC：該当者いらっしゃいません。 

◆結婚記念日 
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臨海 RC：酒井教吉会員、渡辺真吾会員、田村浩康会員、 

岩楯佳司会員、櫻田誠一会員、山田政弘会員 

北斗 RSC：笹島弘隆会員 

◆出席１００％  

臨海 RC： 3年：坂本康朋会員 

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：栗山智宏会員 

 

 
 

■会長報告：佐藤大輔会長 

・ご挨拶 米山奨学生 レー・クオック・アン様 

 
・地区大会参加報告  

 2021-22年度地区大会アワードで、当クラブは 

『クラブ拡大賞』を受賞しました。 

 
・シトラスリボンの件 

シトラスリボン・プロジェクトは、シトラス色のリ

ボンを身や持ち物に着けたり、目につく場所に置い

たりして、排除や差別をしない温かい空気を作り出

して行こう、という啓発活動です。 

シトラスリボンが出来上がってきましたので、入手

希望の方は、会長までご連絡下さるようお願い致し

ます。 

 

■幹事報告：勝間田幹事  

 
・次週 6月 8日は、当クラブの例会は休会です。 

・ロータリーの友 6 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 6月号は、6月中旬配信予定とのことで

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。 

・今年度最終例会は、6月 29日（水）18：00～20：00

東武ホテルレバント東京にて開催致します。 

出欠の有無を 6月 15日までにご連絡下さるようお願

い致します。6 月 29 日は、昼の例会はありません。 

 

■委員会報告 

・国際奉仕委員会（酒井委員） 

 
 アメリカ・ヒューストンで行われる世界大会に行っ

てきます。 

・青少年奉仕委員会 

 第 57 回インターアクト年次大会は 2022 年 8 月 7 日

（日）城西大学附属城西中学・高等学校しいの木ホ

ールで開催されます。詳細資料は、掲示いたしまし

た。登録希望の方は、6月 15日までに東京臨海 RC事

務局宛ご連絡下さい。 

 

■出席状況報告：榎本副委員長 
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東京臨海 RC 

 会員数：62名 

出 席：37名 

欠 席：25名 

 出席率 61.67％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：21名  

出 席：9名（例会場：1名 ZOOM：8名） 

欠 席：12名  

出席率 42.86％ 

 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

 
(ご意向)佐藤正樹さん、村社研太郎さん、爆笑イニシ

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、大西会員、内海会員、

秋田会員、寺田雄司会員、今井会員、柴田会員、 

工藤会員、渡辺会員、須藤会員、榎本会員、斉藤会員、

井上会員、田中会員、白幡会員、坂本康朋会員、 

山田晃久会員、白井会員、尾身会員、吉成会員、 

佐久間裕章会員、入澤会員、栗山会員、小松啓祐会員、

諫山会員、酒井会員、田村会員、髙橋会員、伊佐会員 

(ご意向)本日、イニシエーションスピーチさせて頂き

ます。よろしくお願い致します。：村社会員 

(ご意向)こんにちは。本日もよろしくお願い致します。 

 ：太田会員、金城会員 

 
 

■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ＲＣ会員 佐藤 正樹様 

 
みなさんこんにちは。 

私は 47歳、ロータリー歴は 14年目になります。 

起業し、今月で 19期目が終わります。 

今ある私の仕事観、人生観を教えて頂いたのは鈴木会

員をはじめとする先輩方です。皆様に心より感謝して

おります。 

貴重な時間を頂いていますので、今回は自分の失敗談

を話させて頂き、若い会員の皆様に参考になればと願

っております。 

私は、お茶の水にある医科歯科大学で生まれました。 

母親は私を命がけで、帝王切開で私を産んでくれまし

た。当時では超高齢出産となる 37歳です。 

家族は、妻と息子 23歳、娘 22歳です。 

私の社会人時代は、22歳で佐川急便に入りまして、日

本橋を管轄している職場で 4 年間働かせて頂き、その

後、起業しました。 

起業の動機ですが、お金持ちになりたかったことです。

実家は決して恵まれた家庭ではなかったので、幼少期

から、お金を稼いで家族に恩を返したい、楽をさせた

いと思っていました。父親は他界しているのですが、

設備工（個人事業主）をやっていましたので、経済的に

は不安定な家庭でしたので、起業にあたり躊躇はあり

ませんでした。佐川急便時代に出来ちゃった結婚をし、

子供 2人を授かり、5,000万超の建売を 25歳の時に住

宅も購入しました。 

カウンセラーは、鈴木会員です。入会当時からずっと

お世話になっております。いつもありがとうございま

す。 

社名は㈱ワークオンクリエイトといいます。 

英和辞書で探して名付けましたが、今では社名が長く

後悔をしています。直近の業績は 5.8 億、形状利益は

6,200万、自己資本利益率 21％ほど。 

企業としても、個人としても、庶民レベルの小金持ち

程度と自任しています。 

会社運営には、経営理念がやはり大切だと思います。 

当社には、経営理念、人事理念、経営方針があります。 

長期計画についても 8 年ほど前くらいから作成してお

り、長期的な計画から、中期計画、年度計画に落とし込

んでいます。 

現在に至るまで、3回の倒産危機がありました。初めて

は設立 3 年目、売上比率が 7 割を超えていた大手物流

会社からの仕事がなくなり大ピンチでした。2回目が翌

年に、年商 3.4億から 1.2億に激減しました。 

黒字の基幹事業だったのですが、私が幹部と喧嘩をし

まして、幹部にその仕事、社員ごと持っていかれまし

た。現在、元幹部の会社は倒産し、行方不明です。 

設立 4年で銀行にリスケをしまして、それから 10年近

く、当然ながら、銀行とは良い関係ではなかったです。 

その後、10年かけて会社を再建してきました。 

この 3回の危機では、様々な経験をしました。 

民事訴訟や幹部との確執、幹部のお金持ち逃げ、詐欺

事件、自分と奥さんの名義でサラ金に満額借入れ、実

家を担保に借入れなど、ずっと目先の資金繰りに追わ

れていました。また奥さんの実家、母親にも借入れし、

こどものお年玉にも手を付けました。 

社会保険料の滞納もあり、税金の滞納では国税が入り

【32 件 46,000 円 今年度累計 1,818,000 円】 
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ました。よく会社の利益が出過ぎて国税が入ると聞き

ますが、税金の滞納も 1,000 万を超えると国税庁管轄

になるようです。お陰様で現在、負の遺産は一切あり

ません。すべて完済しました。 

若い会員の皆さんには多くの悩みや課題があると思い

ますので、レベルの高い鈴木会員、本多会員、高橋会員

に相談しづらいことでも、私には聞いてください。 

お役に立てることがあると思います。 

現在は、帝国データバンク評点で 54点の会社になりま

した。 

しかし、昨年Ｎo.2，Ｎo.3 が退社してしまい、この 1

年で 30％くらいの社員さんがやめてしまいました。 

私自身、初めての経験ですが、今居てくれている社員

と一緒に前を向いて、改善させています。 

皆様も同じだと思いますが、やはり会社経営がうまく

いっていないと、何をしていても楽しくない。 

ですので、まずは会社を再建させていきます。 

今までの私の人生は、お金ばかり追ってきたので、こ

れからは、お金以外の幸せ、自分が 60、70歳になった

時の自分の幸せを探求していきたいと思っております。 

 

東京臨海ＲＣ会員 村社研太郎様 

 
いつも佐藤正樹君のあとはやりづらいです。 

昨日は地区大会お疲れさまでした。 

私はＲＣ7年目なります。 

自分は異色の経歴でライオンズを 5年間やっていまし 

た。 

私も中小企業家同友会に入り、先にライオンズに声を 

かけられたので先に入っていました。 

自己紹介をしますと、生まれは広尾病院で生まれまし 

て、親が山の手でして小学校の 1年まで渋谷区本町に 

住んでいました。 

その時に親がサラリーマンで弟、妹が生まれ家が手狭 

になり、団地に住むということで新小岩に移り住みま 

した。 

家族構成は、嫁、長男 25歳、長女 24歳と 2度目の結 

婚なのですが、なんとかやっております。 

会社はインテリアスペースゼロといい、自分たちは内

装業をしております。 

もともと 19歳のときに浪人時代につき時給 720円なの

に 25万ピザーラで働いていました。 

社長になりたいと思い、日東 7000円で働き始めました。 

しかし 2年後に親方が飛んでしまいました。 

しかし、お客さんがいいからこいということで個人事

業主として仕事をさせて頂きました。 

その後、会社を設立しました。 

この時代だから横文字にしようという考えから、この

社名にしました。 

ゼロというのは昔キックボクシングをやっていた時の

ジムの名前から付けました。 

いまでは会社名が長いなと思っています。 

30歳で株式会社にして 16期目です。 

RCに入ったときは会社の倒産危機でした。 

当時 NO2の幹部に 800万を持ち逃げされましたが、現 

在では年商 10億を超える会社になりました。 

社員も 70名ほどになり、会社としては順調になってい

るかと思っております。 

クライアントさんはゼネコンさんが多いんですが、現

在、職人さんもなかなか人もおらず、ベトナムに学校

を作り、むこうでボードを施工できるようになって日

本に入ってくるシステムを作りやっております。 

内装業界も違う展開でのビジネスを考えております。 

自分の成功哲学は、うまくいっている人の良いところ

を真似をすることです。 

本多会員、鈴木会員からも多く学ばせていただいてい

ます。 

RCとライオンズクラブは何が違うのか聞かれるんです

が、基本同じだと思います。 

しかし臨海 RCだけが違う。 

盛り上がり方が違いますし、元気がまず違う。 

またこのクラブをさらに盛り上げるためにも、いずれ

会長を出来るように頑張っていきたいと思います。 

こう見えてもボランティアなど個人でやっています。 

民生委員を 8年、少年補導員を 4年、地域の町会役員、 

交通安全協会、PTA会長を 13年、しらざぎという少年 

野球チームの監督もやっており今年は全国大会が決ま 

っています。今週は 5時起きで朝こどもたちと練習を 

やっています。 

篠崎高校 OB会の会長。 

RC以外にもボランティアもいろいろとやっております。 

2年前、日本がマスクがないといった際にも、500万ほ

どのマスクが仕入れられました。その際にそのまま売

ったら 1000万程は儲かったと思います。 

しかしその時に RCの精神があったので、区に寄付をし、

初めて区から表彰をされ、新聞にもニュースにも出さ

せていただきました。 

今後も RC を盛り上げていきたいと思いますので今後

とも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 

 
 

 

 

 

 


