
 

 

 

11 月 6 日の卓話  10 月 30 日の出席率  11 月 20 日の卓話  

 会員在籍者数 32 名 

 会員出席者数 25 名 

 会員欠席者数 7 名 

 本日の出席率 78.12％ 

  

社会奉仕フォーラム 

社会奉仕委員長 島崎久志 様 

 

卓話者 及川信之様、柴田正美様 
NPO 法人らいおんはーと 

クラブ奉仕フォーラム 

クラブ奉仕委員長 西野充英 様 
 

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 

2020 年 11 月 6 日［第 45 回］ 

≪2020-2021 年度例会 第 44 回例会報≫ 

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

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 
「先週末、米山記念館に行ってきました。今はコロナ期間

中で予約をしないと入れないので、皆さん行くときはホー

ムページから予約をして行ってください。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(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 

株式会社 RASHISA 代表 岡本翔様 

当クラブ特別代表  斉藤 実様(東京臨海 RC） 

当クラブ発起人代表 鈴木孝行様(東京臨海 RC） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

(株式会社 RASHISA 代表 岡本翔様) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(特別代表 斉藤実様)   (発起人代表 鈴木孝行様) 

 

 

■ビジター紹介：北林貴臣会員 

●国際ロータリー第 2580 地区 2021-22 年度 

東分区ガバナー補佐 

荒井知久様（東京江戸川 RC） 

 ●山本昌之様（東京江戸川 RC） 

  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

(北林貴臣会員) 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 
「最初の家庭集会が終わりました。特に印象に残っていた

のは佐々木会員のお話で、元々冷たい人間で人に興味が無

かったけど、ロータリークラブに入ったおかげで知らない

方が困っていて車に乗せて送ってあげたりなど、そういう

事が出来る様になるんだと、逆に私達が勉強になりまし

た。皆さんがロータリークラブに入って凄く変わったとい

うお話を沢山いただいて勇気を持ちました。引き続き目標

の 40名、45名に向けて仲間を作っていきたいと思いまし

た。よろしくお願いします。」 

・江戸川区新年賀詞交歓会中止の報告 

・新入会員 3名入会決定の報告 

 入会式を 12 月 4日の合同例会で行います。 

・2023-2024 年度当地区ガバナー 

（ガバナーノミニーデジグネート） 

候補者について 

 

■幹事報告：大星太郎幹事  

・10 月度持ち回り理事役員会議事録をメール配信

しています 

後方掲示板もご確認ください 

・ロータリーの友 11 月号をメール BOX に配布しま

した 

・今月でクールビズが終了します。来月の例会か

らはネクタイ着用でご出席ください。 

・次回の 11/6 はクラブ奉仕フォーラムがありま

す。例会が 12：30～13：00、その後 13 時～14

時までクラブ奉仕フォーラムですので、お時間

お気をつけください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(大星太郎幹事) 

 

 

 

 

■委員会報告 

・親睦活動委員会 橋ゴルフ幹事より 

11 月 13 日(金)  
臨海西親睦ゴルフコンペのご案内 
「今回はゴルフを始めた方、始めたい方も参加していた

だければゴルフ場の雰囲気やルール、マナー等を学べる

と思いますので、是非参加の程、よろしくお願いいたし

ます。」 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(橋豊和ゴルフ幹事) 

 

 

■出席状況報告：岸哲也会員 

⇒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：倉持政勝会員 

(ご意向)前回はお休みしてすいませんでした。今

日は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)油井会員先日はお見事でした： 

鈴木孝行様(東京臨海 RC・当クラブ発起人

代表) 

(ご意向)岡本様、本日の卓話楽しみにしていま

す。よろしくお願いします：飯塚会長 

(ご意向)飯塚正裕会員、私の大切なクライアント

をよろしくお願いします：西野副会長 

(ご意向)武井会員お仕事ありがとうございます： 

大星幹事 

(ご意向)本日の卓話を担当させていただきます。

よろしくお願いします：伊藤会員 

 

荒井知久様・山本昌之様（東京江戸川 RC） 

 

栗山会員・佐々木会員・飯塚正裕会員 

大西会員・平井会員・島崎会員・継岩会員 

岸会員・清水会員・田名網会員・髙橋会員 

石田会員・橋会員・三橋会員・坂東会員 

岩崎会員・北林会員・二瓶会員・福本会員 

武井会員 

 

【27件 101,000円  累計 974,110円】 
 

 

 

 

 



 
 

 

(岸哲也会員)         （倉持政勝会員） 
 

■本日の卓話：卓話担当 伊藤宏之会員 

「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 

 

●広島県で生まれ育ち小学校から高校3年生までバスケット

ボールをやっていました。 

高校もバスケットボールの推薦で行かせてもらいました。

夢はNBA選手を目指していました。 

●高校3年生で夢を諦め、ある本に出会い起業家としての生

き方を示してくれて起業家になりたいと思い大学に進学し

ました。 

●大学3年生の時に資本金30万円で会社を作りました。当初

生活費などを自分で工面していた為に、資本金が無かった

ので全財産5万円を持って韓国のカジノに行き30万円勝っ

て、そのお金を資本金に当てました。 

●元々の事業は福岡県の優秀な大学生と東京のベンチャー

企業を福岡でマッチングするイベントを行っていました

が、もっと挑戦したいという思いがあり大学4年生の時に大

学を辞め上京しました。 

●上京当初はうまくいかず、アルバイトをしながら就活の

webサービスをリリースする準備をしていました。 

 

●リリースしたサービスがうまくいきそうだったが、事業

内容を変更する決断をし、すぐに事業売却をしました。 

●自分は虐待家庭で育ち当時は虐待だと思っていなかった

が、色々勉強する中で自分の状況は虐待だったんだと知り

ました。 

●自身の家庭環境から虐待問題に関心がありました。 

●30代から今のビジネスを始めようと思っていたが一人の

経営者との出会いがきっかけで20代から挑戦する事を決め

ました。 

●今は株式会社RASHISAを通じて「ビジネスの力で「世界

一」虐待問題を解決する」といったミッションを掲げてメ

ンバーと共に頑張っています。 

●これらを通じてやりたい事は「誰もが自分の人生を肯定

できる社会を作る」こと。私自身が経験した虐待や環境の

事を周りの人に話す事が黒歴史だと思っていたが、そうい

った人生ですら胸を張って生きていけると今は自身を持っ

ています。誰もがそのように生きてける社会を作りたい、

そういう思いで事業を行っています。 

●国が虐待の相談を受け始めたのが平成2年。その時の相談

件数は1年間で1,000件程。しかし平成30年は145倍に伸びて

いて、これは毎年右肩上がりで増えています。これは大き

な社会問題で、我々はこの右肩上がりの数字を下げて行く

ことをビジョン・ミッションとして掲げています。 

●虐待は「心理的虐待」「身体的虐待」「ネグレスト」

「性的虐待」の4つに分類されます。こういった虐待を受け

て育った人の事を「虐待サバイバー」といいます。 

●この虐待による心理的後遺症で正社員として働けない人

達に対して在宅ワークができる仕組みを作っています。 

●虐待サバイバーの問題は3つ。「メンタルが不安定で週5

日間一日8時間会社に行くのが難しい」「ITリテラシーが高

くない」「PCを持っていない人が多い」 

●今、このサービスを届けているのは30,40代が中心。この

方たちがしっかりと仕事が出来るようにサポートによる定

期的な面談を行っりマニュアルを作成したりしています。 

●NPO法人に対して売上の1%を寄付をしています。 

 

●飯塚会長より質問 

「普段接する人の中で、30,40代のサバイバーを私達がどう

やって見つけ出せば良いのか。何か聞き出す方法や調べる

方法とか何か傾向とかがあれば教えていただければ皆さん

アンテナを張れると思うのですが」 



 
 

 

回答 

「人と話すのが苦手であったり、人と話すのが怖かったり

する人は虐待サバイバーの特徴だったり、メンタルを崩す

人が多かったりします。私達のサービスを利用している方

の中には、メンタルが不安定で人間関係がうまく構築でき

なかったりして職を転々として40歳になってしまうような

事もあります」 

 

●西野副会長より質問 

「例えば、この会をICに全て録って文字起こししていただ

くとすると1回当たりどれくらいの金額になるのか」 

回答 

「1分当たり200円～350円で、60分だと1万円～2万円くらい

で、納期によって変わってきます」 

などのお話をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 
「ロータリーでは貧困に対する支援は多いですけど、虐待

でもロータリーで何かできるのではないかとアイデアをい

ただきました。凄く良い勉強になりました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

秋の家庭集会報告（葛西グループ） 
日時：2020 年 10 月 16 日（金）19：00～ 

会場：もり長 

リーダー：飯塚正裕 サブリーダー：清水 

参加者：飯塚会長、西野副会長、大星幹事、 

栗山パスト会長、島崎、油井、武井、福本、 

岡田、間野（12 名・敬称略） 

 

■質問事項 

①ロータリーの魅力とは 

②ロータリーに入会して変わったことは 

③ロータリーに入会させたい人は 

 

【武井会員】 

①普段出会えいないような人たちと出会えること

が良い 

気軽に、昼食に行くような感じで話し合える 

②昼に時間を作ることは無理だと思っていたが、

やってみたらできることを実感 

③不動産取引の方、弁護士の方（同友会） 

 

【油井会員】 

①年代を超えた交流や業界の仲間との出会い 

（私は継承者だが）創業者の方の話を聞く機会が

あり、創業者ならではの辛さを聞くことが出来て

良い 

他地区と方との交流も魅力 

お金の使い方を学ぶことができる 

例えば、一時代を築いた人が豪遊している様子を

見ていたが、そんな事は長続きはしない 

長く経営するための秘訣も学べる 

②皆さん（社会）のちからになる事は何か？を考

えるようになった 

③同業者の方（来期入会予定）、甥っ子に入っても

らい、創業者の辛さや経営を勉強させたい 

 

【飯塚会長】 

①入会 6年（臨海西 3 年）で真面目（参加率が悪

い）ではなかった私だけれど、見てくれている人

はいて、声をかけてくれて安心できてチャレンジ

することもできた 

臨海西の魅力は、新しいクラブだからこそ試すこ

とが出来るし作ることが出来る 

ほかの団体圧倒的に違うことは、優れた経営者の

話を聞くことが出来る 

③5 人くらい候補者はいる 

 

【栗山パスト会長】 

①12～13 年経験して実感していることは、それぞ

れの役割をこなすことで社員の気持ちを知ること

が出来るし、それぞれが輝く役割を考えることが

出来る 

修業の場であり、経営者として一番大切な場所 

②ロータリーの予定から組むようになった、それ

から仕事も周りも良くなった 

まる 3弟や息子を入会させたいと考えている。

色々なことを考えるような人になってほしい 

 

【福本会員】 

①何度か入会を見送っていたが、縁があり入会し

てみると様々な職種の方に出会える場所だという

ことを実感できて、入会してよかったと感じる 

（私は区議会議員だが）民間の方たちの取り組み

が、勉強にもなるし励みにもなる 

②時間を作ることをさらに考えるようになった 

江戸川区の人だけでなく、同じクラブ会員の区外

の人のことも考えるきっかけになった 

※清水が勝手に書きました。その節はお世話にな

りました 

③（ロータリーに）ふさわしい人を選んで仲間に

したい 

 

【間野会員】 

①（私は運送業ですが）同業の方、異業種との方

との出会いは勉強になる。業務で受けているサー

ビスの見直しの検討を指摘してくれるなど、かか

わりの深い付き合いができる 

②仕事の効率を考えて、時間を作ることが出来る

ようになった 

③親族、子供を入会してもらい人の魅力を感じる

ようになってほしい 

 

【岡田会員】 

①尊敬できる経営者、社会貢献を考えている経営

者が多い。多くの尊敬できる経営者と出会い、仕

事にやる気が芽生えた 

②（社会経験が乏しい私なので）礼儀作法を学べ

ることがありがたい 

③高校の同級生（打診中） 

 

【島崎会員】 

①経営者の自覚が芽生えた。サラリーマンコンサ

ルタントから経営者になり会員になったが、社員

も 10 名程度になっていたのに、社長というよりも

リーダーだった 

「ロータリーに入ってみれば？」と声をかけても

らってそのことに気づくことが出来た 

経営者の仲間の団体に入ることで、自身が改めて

経営者だと気づくことが出来る 

（コンサルととして経営者に伝えていたことが、

分かっていなかった） 

③お客様の中に何名か候補者がいる 

 

【西野副会長】 

①いっぱい社長がいるので楽しいです（笑） 

金銭的な助けを受けることができた 



 
 

 

知人はたくさん増えるが、仲間といえる関係はな

かなかできない 

仲間だから、お客さんや知人を紹介できる 

②独立することが出来た 

③いません 

 

【大星幹事】 

①刺激を受けることが出来る 

地域で司法書士としてはうまくいっていたが向上

心はなかった。多くの優れた経営者と出会い、仕

事も奉仕も家庭も並立してやろうという気になる 

マイクの持ち方、おしぼりの置き方などを指摘し

てもらう機会があった。役割が増え大変だけど、

年々楽しくなってくる 

②社員の気持ちがわかる、応対が変わった 

会員との関係を深めることができた 

③今はいない 

 

【清水会員】 

①チャイボラという団体をご紹介させてもらった

が、皆さんのおかげで継続的な支援をしてもらう

ことが出来た。行動力がある経営者の団体、心あ

る経営者が多い会。コロナの影響もあり参加がで

きない状態が続いたが、仲間の継続的な心遣いの

おかげで復活することができた 

②未来を考えることが楽しくなった。自分も変わ

らなければと考えるようになった 

③会費が少し問題だが、若手経営者に声をかけて

いる 

 

＜飯塚正裕会員＞ 

①来ると楽しい。顔を見ると安心できる仲間がい

る。今のコロナの状況は、オーナー目線だと対応

がわからなかったが、ロータリーとしての対応を

考えたり、仲間の対応している様子を見ることで

参考になった。自分の仕事に当てはめてみるとク

ライアントに生かすことが出来ることが多くあ

り、そのままコピーさせていただいている 

経営者として王様になりがちだが、仲間にしっか

り見てもらうことで謙虚さを取り戻すことが出来

た 

 

秋の家庭集会報告（新小岩グループ） 
日時：2020 年 10 月 21 日（水）19：00～ 

会場：千照庵 

リーダー：三橋 サブリーダー：伊藤 

参加者：飯塚会長、西野副会長、大星幹事、 

栗山パスト会長、木津、二瓶、石田、坂東、 

継岩、北林、佐々木（13 名・敬称略） 

 

【継岩会員】 

①ロータリーは凄い所というイメージと認識。 

今までとはレベルの違う人とお付き合いできる。 

自分の事しか頭になかったけど奉仕という事を知

った。 

②普段しないネクタイをするようになった。今で

はロータリーのネクタイが大事。ロータリーの例

会や会合を基準にスケジュールを立てるようにな

った。 

③東京同友会の方。説得に時間がかかっても入会

して欲しい。 

 

【坂東会員】 

①何もわからずに入会したが、チャーターメンバ

ーとして貴重な経験ができている。ロータリアン

になるのはハードルが高く、チャーターメンバー

になるには縁が必要でなりたくてもなれないも

の。自身の仕事では同格の人はなかなかいない

が、ロータリーはみな同一線上で付き合えるので

フレッシュな気持ちになり感激した。 

②凄く崇高なテーマの中にある会だと気づき自分

がいても良いのかどうか考えるようになった。 

自分と関係ない人に身銭を切る事が偽善ではない

かとギャップを感じる事がある。 

ロータリアンは、お金と時間と奉仕の気持ちがな

いと感じている。 

③本気でロータリアンになって欲しい人が現れる

のを待っている状態。 

 

【木津会員】 

①入会したのは自分の仕事を一段落つけて、リタ

イアして好きな事をしようと思っているタイミン

グだった。併せて自分が培ってきた事が世の中の

為に還元できないかとも考えていた。入会したの

は斉藤特別代表に 20 年も口説かれ続けたのも大き

い。ロータリーの会員としては、まだ入り口で止

まっている感覚で、崇高な事はなかなか言えな

い。魅力的な人が沢山いて知り合いになれたのが

一番の魅力。 

②世の中には自分の利害を考えないで人の為に動

く人がいるんだと、新たな発見があった。 

③今は具体的にイメージできない。 

 

【北林会員】 

①まだまだロータリーをわかっていない。 

臨海西としての魅力は栗山パスト会長と鈴木発起

人代表。2018 年にかかげた目標の 100 人を抱える

社長になるために、100 人の社長と知り合う事がで

きる場所。 

②バギオに行って人生観が変わった。まだまだ、

やらなければならないと思うようになった。 

③知り合いの社長が天狗になりかけたら誘おうと

思っています。 

 

【佐々木会員】 

①正直わからないが、自身を犠牲にして奉仕をす

る事を言い切っている事が魅力。 



 
 

 

②奉仕と言い切っているクラブに入って、奉仕を

することについて意識が変わり奉仕をする事に積

極的になった。寄付など色々な奉仕に見返りを求

める事をダサいと思うようになった。 

③今はいません。 

 

【二瓶会員】 

①このような会に一度も出た事がなかった。仕事

はほぼやり尽くした中で社会に何かを還元できる

場所。 

②ほとんど変わっていないと思うが、これから変

わっていきたい。 

③今はいません。 

 

【石田会員】 

①まだまだ本当の魅力はわかっていないと思って

いる。このロータリーのバッジを付けられる事が

魅力。錚々たるメンバーの一員としてご縁をいた

だいた事に感謝している。ロータリーソングの歌

詞を聴いて感激した。 

②まだまだ変わっていない。奉仕を意識していな

かったが、色んな奉仕の形がある事を知って早く

役立てるようになりたい。 

③異業種交流会で知り合った人を誘いたい。 

  

【伊藤会員】 

①自分のレベルがいかに低いか認識できた。 

懐の深い方が多い。 

②まだまだハードワークをして自身を高める事が

必要と思うようになった。 

③1 名若手経営者がどうかと考えている。 

 

【三橋会員】 

①いっぱい社長がいるので楽しいです（笑） 

年齢も職業もバラバラな人たちと交流を持て、活

動や奉仕を通じて仲間ができる。今まではやらな

いと思っていたような事も、仲間と知り合ってや

るようになり趣味も増えた。壁は自分自身が作っ

ている事を知り、色んなヒントを貰える場。 

②親クラブにいた数年は例会より仕事思っていた

が、今は例会を基準にスケジュールを組むように

なった。 

③3 名程いる。 

 

【大星幹事】 

①刺激を受けることが出来る。継続して頑張ろう

という気にさせてもらえる。成功した経営者の方

と交流できるのは勉強になる。アドバイスをいた

だけるのはありがたい。 

②ロータリーに対する姿勢が変わってきた。面倒

も増えたが今年は昨年より楽しくなった。 

③今はいない 

 

 

【西野副会長】 

①大きな組織としての仕組みがきちんとある。 

真剣に話せる場が用意されている。クラブとして

も仲間としても強力になれる。一生の友だちを作

りにきているという事を実践している。さらに魅

力を高めるためには努力が大事。 

②経営者として違う立場、違う事業の方たちに負

けたくないと思うようになった。 

③今はいないが、皆さんがクロージングに役立て

ればと思う。 

 

【飯塚会長】 

①世の中には 3つのタイプがいる。与えるだけの

人、もらうだけの人、見返りを求める人。世の中

で成功している人は、自身で利益を出し、そのな

かで出せる半分を他人に与えている人。ロータリ

ーの 3つの義務も魅力。自分より優れた経営者と

いる緊張感が良い。 

②自分の子ども達が世の中で何が大事か考えてく

れるようになった。バギオに行った影響が凄い。 

会長をやると 10倍成長できると思う。皆さんもぜ

ひ会長をやって欲しい。 

③3 名決まっていて、あと 4 名ほど予定している。

とにかく今の代でメンバーを増やす。 

 

【栗山パスト会長】 

①新しいクラブを立ち上げられ、皆さんが変わっ

ていく姿を見れる事がとても魅力。クラブにいる

だけで楽しい。 

②色んな人と出会えて自分が変われた。皆と一緒

に成長でき、それを見れている。 

自分の奉仕活動を見て自身の子ども達も影響を受

けてくれていて良くなっている。 

 

秋の家庭集会報告（船堀グループ） 
日時：2020 年 10 月 23 日（金）19：00～ 

会場：つきじ植むら 

リーダー：平井 サブリーダー：岩崎 

参加者：飯塚会長、西野副会長、大星幹事、 

大西、高橋、橋、岸、田名網（10 名・敬称略） 

 

【平井会員】 

①ロータリーの仲間と会える楽しみ。第一線で活

躍している経営者の生の声を聞くことによって人

生にプラスとなる大切な時間だと思う。 

②ロータリーに入会して、初めはわからない事だ

らけで、手探り状態でした。しかし職業奉仕委員

長に就任したことで、責任感が芽生え、やり遂げ

る覚悟を決めることができました。 

③2 名ほどいます。公認会計士の方に声をかけてい

るところです。 

 

 

 



 
 

 

【大西会員】 

①ロータリーに入会して、行く、会う、楽しみを

感じています。今はコロナ渦の状況により集まる

機会が少なく、さみしいですが、コロナが落ち着

いたらもっと交流する場を設けて親睦を深めたい

です。 

②異業種との触れ合いにより、普段学ぶことので

きない知識や教養を頂き、スキルアップをしまし

た。それにより、もらう側から与える側になるこ

とを意識するようになった。 

③今は探している最中です。臨海西 RC の為にも増

強したい思いでいますが、ロータリーのハードル

が高く、余裕や忙しいが解消される人でなければ

入会が難しいと思います。 

 

【高橋会員】 

①たくさんの経営者の方とお話ができ、貴重な経

験となり、沢山の学びを頂いています。皆さんか

らたくさん与えてもらっているので、今後は自分

も皆さんに対して、与えていきたいです。 

②まず、毎回の例会が楽しい事です。今回のコロ

ナの影響で仕事がうまくいかないところを、ロー

タリーに支援して頂きました。この多大なる恩は

決して忘れる事の出来ません。困っている人がい

たら、私も支援して、支えていきたいと思いま

す。 

③今はいません。経営者でも、なかなか時間をさ

ける人が少ないのが現状ですが、魅力ある人を連

れてきたいと思います。 

 

【西野副会長】 

①役員が毎年変わることにより、メンバー全員が

役員になれるチャンスがあります。長期政権では

なく 1年ごとの新しいクラブになるのが魅力であ

り、役員になることでたくさんの学びがありま

す。ロータリーの素晴らしいメンバーに出会えた

事により、独立することができました。心から感

謝しています。一生涯の友達や仲間ができるのも

魅力の一つであり、更にゴルフや釣りなどの趣味

も増え、親睦も奉仕も両立することができていま

す。 

②ロータリーと出会って経営者になりたいと思わ

せてくれました。 

③現在はいません。江戸川区にご縁が無かったの

で、今後は法人会等に入会して、さらにそこでの

深みを増していきたいです。 

 

【大星幹事】 

①ロータリーに入会して、経営者の生の声や、鈴

木代表が主催している政経塾に参加することで刺

激を受け、とても良い勉強になります。このまま

でいいのかと不安に陥ることもあるのですが、月 2

～3回の例会に参加することで、メンバーの声や高

い意識に感銘を受け、継続的に頑張ることができ

ています。 

②会長からの指名で幹事に就任してプレッシャー

や負担はあるのですが、去年よりも楽しく感じる

ことができていて、臨海西の為に頑張れるように

気持ちが変わりました。他団体に 7年半所属して

いたが、何かと大変なことが多く、楽を求めてロ

ータリーに入会したのが始まりですが、ロータリ

ーには時間やお金を犠牲にしても、それ以上に与

えられるものが大きいと感じています。 

③今はいません。職業上、人と出会う機会が少な

い事が悩みです。 

 

【橋会員】 

①色んな方々と出会え、その道のプロフェッショ

ナルの人のお話は興味があり、勉強になります。

普段の生活では出会うことのできない、釣りのプ

ロとの出会いには感銘を受けました。毎月の例会

では、たくさんの経営者とおいしい食事と、貴重

な会話ができる喜びがあるので、色々な方々と仕

事をして貢献したいと思います。 

②元々は会話や喋りが苦手だったので、克服した

い思いでした。仲間との会話や卓話を聞いたりし

ながら、しゃべることが少しずつ上手になってき

たと思います。 

③現在は数名ほどいます。誘っているところで

す。 

 

【岸会員】 

①ロータリーは普段出来ない事が出来る、落ちつ

ける特別な場所。会社では立場上、気を抜く事が

出来ずに、自分を装い、かっこつけなくてはなら

ないが、例会では同じ立場の経営者がたくさんい

るので、素の自分でいられてリラックスできる空

間です。 

②毎月の例会に出席することで、会社を留守にし

ている間の時間を社員たちが頑張って会社を支え

てくれていることに、感謝をするようになりまし

た。社員のありがたみを感じる事ができ、以前に

比べて優しくなれたと感じます。 

③今はいません。自分自身がロータリーの魅力を

感じてから、声をかけていきたいと思います。 

 

【岩崎会員】 

①たくさんの経営者の方々との出会いにより、勉

強になります。ロータリーを知らない人たちは、

金持ちの集まりとか偏見があるなか、去年のクリ

スマスパーティーで家族も参加して、ロータリー

の魅力を伝える事が出来て、父親として威厳を保

つことが出来ました。 

②自分自身が特に変わったと思っていません。

日々成長の為に努力はしているので、変わったか

を判断するのは第三者の言葉であると思っていま

す。周りの方々からのお褒めの言葉を頂けたとき



 
 

 

に、変わったと実感できると思います。強いて言

えばロータリーに入会して、奉仕活動をすること

で、普段考えなかったことを考える思考力は養っ

たと思います。 

③今はいません。ロータリーの仕組みを理解し

て、ロータリアンとしてふさわしくなった時にお

声がけをしたいです。来年は 1名呼べるように頑

張ります。 

 

【田名網会員】 

①自分探しの旅の途中。まだわからないので、探

している途中です。 

②元々は人一倍横着な人間であり、人と接するこ

とが少なかった。例会があることで必ず人と会う

ことになるので、行動様式が変わりました。 

③いまのところいません。 

 

【飯塚会長】 

①たくさんの人達との出会いの大事さにより、人

として成長する事が出来ます。出会いには、人と

のつながりや、色々なご縁があり、後の人生の貴

重な財産となります。人は人で磨かれます。 

②ロータリーの行事に参加することが大事であ

り、たくさんの経営者や仲間の成長が見える喜び

がある。会長を務めれば成長度が違うので、ぜひ

皆様も会長になるのを楽しみにしてください。 

③たくさんいます。臨海西のメンバーの職業分類

表をみても、まだいない職種はたくさんあるの

で、声をかけていきたいと考えています。職業奉

仕委員会などで議題に挙げて、話をするのも良い

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


