
 

 

 

10 月 30 日の卓話  10 月 16 日の出席率  11 月 6 日の卓話  

 会員在籍者数 32名 

 会員出席者数 27名 

 会員欠席者数 5名 

 本日の出席率 84.37％ 
  

クラブ奉仕フォーラム 

 

卓話者 海老沼 孝二 様 

国際ロータリー第 2580地区 

東分区ガバナー補佐 

「虐待問題をビジネスの力で 

解決するとは」 

 

株式会社ＲＡＳＨＩＳＡ 

 代表 岡本翔 様 

2020 年 10 月 30 日［第 44 回］ 

≪2020-2021 年度例会 第 43 回例会報≫ 

2020 年 10 月 16 日（金）12：30～13：30 東武ホテルレバント東京「芙蓉の間」 

 
■点鐘：飯塚憲貴会長 
「久しぶりの例会で、皆さんに会えて一安心しています。

前回は急な休会に対して、皆さんのご理解をいただき、本

当にありがとうございます。引き続き健康に留意してお越

しいただければと思います。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(飯塚憲貴会長) 

 

本日は、新型コロナウィルス感染防止の為「四つ

のテスト」「ロータリーの目的」の唱和は行いませ

ん 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

当クラブ 発起人代表 鈴木 孝行様(東京臨海 RC） 

ゲストスピーカー 間野 勉様（当クラブ会員）

今年度米山奨学生 ヴ ティ ミン様 

 

 
 

 

 

 

 

(発起人代表 鈴木孝行様) 

 

(当クラブ会員 間野勉様)   (米山奨学生 ヴ ティ ミン様) 

 

ヴ ティ ミンさん米山奨学生ご紹介・奨学金、証

明書お渡し 

 

 

 

 

 

 
 

 

(左から、 



 

 

 

栗山義広カウンセラー、ヴ ティ ミン米山奨学生、飯塚憲貴会長) 
■米山奨学生：ヴ ティ ミンさんよりご挨拶 
「本当は半年前に自己紹介をしなければいけなかったので

すが、新型コロナウイルスの影響で日本に来られなく本日

となりました。大変遅くなり申し訳ございません。改めま

して私はヴ ティ ミンと申します。ミンとお呼びくださ

い。現在、日本大学理工学部 物質応用化学科に所属し化学

を専攻しています。短い期間ではありますが、ぜひともよ

ろしくお願いいたします。」 

 

■ビジター紹介：石田清貴会員 

●小林 良様（北林貴臣会員ゲスト） 

 ●岡 篤志様（飯塚憲貴会長ゲスト） 

 ●小山 拓様（岡田竜司会長ゲスト） 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

(石田清貴会員) 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 

・一般財団法人比国育英会バギオ基金の監事・評

議員任命の報告 

監 事：木津繁会員 

評議員：二瓶恵一会員 

・職業奉仕キャンペーンについて 

東京東 RCの職業奉仕活動としてご興味ある方は 

お問い合わせください 

・2021-2022年度ガバナー補佐予定者について 

・10月 7日(水)東分区会長幹事会の報告 
「どこのクラブもコロナの影響で会員数が減っているよう

です。私たち臨海西は、引き続き本年度中に 45 名を目指す

事を話してきました。」 

・10月 18日(日)江戸川区オンライン物産フェアに

ついて（後程事務局よりメール） 

・経済と地域社会の発展月間・米山月間について 
「今月は経済と地域社会の発展月間です。世界にはまだ 1

日の収入が 125 円の方が 14 億人います。日本ではあまり考

えられないが、そういった事をロータリークラブの力を使

って解決していこうという月間です。また、日本独自の月

間として米山月間となっています。」 

・第 3回米山功労者感謝状贈呈 
「米山奨学金への寄付が 10 万円を超える度に、功労者とし
て感謝状が届きます。当クラブでは 3 回目の功労者とし

て栗山パスト会長に感謝状が届いています。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左から、 

栗山義広パスト会長、

飯塚憲貴会長) 

■幹事報告：大

星太郎幹事  

・10月のロータリーレートは１ドル 105円です 

・ロータリーの友 10月号をメール BOXに配布しま

した 

・ガバナー月信 10月号をメール BOXに配布しまし

た 

・第 42回バギオ訪問旅行の旅について 

2/11(木)～14日(日)(10/9メール配信済） 

 受付の出欠表のご記入願います 

・4名の入会式は、12/4の合同例会で行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(大星太郎幹事) 

 

■委員会報告 

・クラブ奉仕委員会 西野委員長より 

家庭集会について 

・親睦活動委員会 橋ゴルフ幹事より 

10月 14日(水)東分区懇親ゴルフ大会の報告 

・社会奉仕委員会 島崎委員長より 

12月 4日(金)創立記念合同例会寄贈について 

11月 20日(金)社会奉仕フォーラムについて 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

(西野充英クラブ奉仕委員長) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(橋豊和ゴルフ幹事) 

 

 

 

 

 

 
 

(島崎久志社会奉仕委員長) 

 

■10月お祝い：飯塚正裕親睦活動委員長 

・会員誕生日 大西会員、田名網会員、河村会

員、岩崎会員 

・奥様誕生日 福本会員夫人、生沼会員夫人 

岩崎会員夫人、岡田会員夫人 

・結婚記念日 福本会員、岸会員、三橋会員 

生沼会員、佐々木会員、継岩会員 

岩崎会員 

・「誕生日の歌」を流しますのでおききください 

・1分間スピーチ：岩崎会員 
お祝いいただき誠にありがとうございます。今月は私の誕

生日、妻の誕生日、そして結婚記念日と 3 つのお祝いをい

ただく事ができ本当に嬉しく思っています。自分にとって

10 月は非常に大事な月であり、大人になってからのお友達

を作ろうという会でお祝いをいただける事を嬉しく思いま

す。 

早いものでもう 41 歳なのですが、昔から考えていたヴィジ

ョンがありまして、20 代は仕事をしながらですが死ぬほど

遊びました。30 代で起業させていただいて踏ん張りどころ

で結婚をして子どもがいて一生懸命頑張って参りました。

40 代は少し楽になるのかなと考えていたが、全くそうでは

なく逆に 30 代の頃より厳しくなっているのかなと思ってい

ます。そしてロータリークラブに入り、色んな方とお会い

してまだまだだなと実感しております 

40 代は遊ぼうかと思いましたが、遊ぶのをやめて一生懸命

仕事を頑張り皆さまと良いお付き合いをしながら、皆さま

に与えられる側になれたらと思っています。 

 
(左から、飯塚憲貴会長、大西聡会員、田名網一嘉会員、 

岩崎裕馬会員、飯塚正裕親睦活動委員長) 

 

■出席状況報告：岡田竜司会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

■ニコニコ BOX報告：清水孝弘会員 

(ご意向)今日は地区ロータリーリーダーシップ研

究会（DL）で例会出席出来ませんのでよ

ろしくお願いします：斉藤実様(東京臨海

RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)三橋さん、栗山さんお疲れ様でした： 

鈴木孝行様(東京臨海 RC・発起人代表) 

(ご意向)間野さん本日の卓話楽しみにしています 

倉持さんお仕事ありがとうございました 

東分区ゴルフ参加の皆さんお疲れ様でし

た：飯塚会長 

(ご意向)ヴティミンさん宜しくお願い致します： 

栗山パスト会長 

(ご意向)東分区ゴルフ大会おつかれさまでした。

残念でした。 

来年よろしくお願いします：橋会員 

(ご意向)西野さんご紹介ありがとうございます： 

飯塚正裕会員 

(ご意向)本日卓話担当です。よろしくお願い致し

ます：間野会員 

(ご意向)東分区ゴルフお疲れ様でした。ありがと

うございました：岡田会員 

 

油井会員・西野副会長・大星幹事・伊藤会員 

岸会員・大西会員・島崎会員・継岩会員 

平井会員・清水会員・岩崎会員・佐々木会員 

田名網会員・二瓶会員・武井会員・北林会員 

坂東会員・石田会員・髙橋会員・三橋会員 

 

【28 件 101,000円  累計 868,110円】 

 

(岡田竜司会員)         （清水孝弘会員） 
 

■本日の卓話： 

「トレーラー輸送の世界」 

株式会社東京急送 



 

 

 

代表取締役 間野 勉様（当クラブ会員） 

●先代が50年前に立ち上げた会社で、小型から始まり大型

など色んなお荷物を色んな車で運ばして貰っています。 

私に代替わりする少し前にトレーラー1本でやっていく事と

判断し全車両をトレーラーに切り替え今にいたります。 

●国内の貨物フェリー輸送、海外輸出入の海上コンテナ輸

送の2本がメイン 

●トレーラーはトラクターが頭でシャーシが後ろ（荷台）

になっていて、カプラーと言われる部分がトラクターヘッ

ドに付いていて、それを台車部分にある直径10cmくらいの

キングピン1本でロックをし、荷物を含め30～35tの重量を

牽引している。 

●トラクターヘッドからシャーシにエアーと電源を3本のコ

ードで供給している。トラクターヘッド側から送られる電

源で方向指示器や車幅灯などを動かしている。また、トラ

クターヘッド側から送られるエアーでブレーキ等を作動さ

せている。 

●専門の担当業者が船からのシャーシを降ろし、船に積む

シャーシを乗せている。 

●我々は下船された実入りと言われるシャーシを前日に依

頼され車番を確認し置いてあるスペースに取りに行く。い

くつも積まれていると車番がなかなか見つからない事があ

る。 

稀に支持された車番のシャーシが無い事がある。 

●我々が使用するシャーシや必要な資材などは全て自前で

はなく、お客さま、若しくは船会社の持ち物で仕事をして

いる。 

●海上輸送の場合、陸送と違い集荷したドライバーさんと

配達するドライバーさんが異なる所。稀に海上輸送の間に

荷崩れをしてしまっているケースがあり、我々が引き継ぐ

際に必ず荷物のチェックをし、異常が無いか不備がないか

を確認し港を出発する。確認せずに出発し届け先で荷崩れ

等が発覚した場合、自社の責任になってしまう場合があ

る。 

●国内の荷物の積み降ろしの場合、20t～の荷物を一人で手

作業で行い、かなり過酷な環境。時間の制約もあるなか頑

張っている。 

●海上コンテナの輸送の場合、荷扱は一切行わない。 

●コンテナヤードは常に渋滞。オリンピックが開催されて

いた場合24時間開ける事になっていたが、我々が輸送する

のは昼間なので非常に心配していた。延期になったので対

策を練る時間ができた。 

●コンテナヤードの渋滞の原因は、コンテナヤードの営業

時間が限られていること、停泊料の問題などで本船作業の

方にかなり労力と時間を取られること、コンテナヤードの

運営が非効率、コンテナヤードのキャパシティの問題など

がある 

その他、トレーラーの事故原因などについてお話をいただ

きました。 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 
「いろいろな職業の方のお話を聞くと、大変勉強になりま

す。さらに私もトレーラーに運んでもらう仕事をしていた

ので、大変懐かしく感じました。ご自身の仕事を知っても

らうことは職業奉仕ですので、卓話の機会ではぜひみなさ

んのお仕事のお話をお聞かせください。間野会員、ありが

とうございました。」 
 

 

 


