
 

 

 

11 月 20 日の卓話  11 月 6 日の出席率  12 月 4 日の卓話  

 会員在籍者数 35 名 

 会員出席者数 28 名 

 会員欠席者数 7 名 

 本日の出席率 80.00％ 

  

「創立 3 周年記念合同例会」 

「障がい者が輝く共生社会を求め

て」～江戸川さんしょうがいフォ

ーラムの取り組から～ 

杉啓以子様 

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 

2020 年 11 月 20 日［第 46 回］ 

≪2020-2021 年度例会 第 45 回例会報≫ 

2020 年 11 月 6 日（金）12：30～13：00 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、今週と例会を行って、当クラブでは珍しいのです

が、早く毎週例会ができるような体制になるように頑張っ

ていきたいと思います。」 

 

 

 

 

 

 

 
 

(飯塚憲貴会長) 

 

国歌斉唱・ロータリーソング斉唱：本日は、新型

コロナウィルス感染予防のため、歌わずお聞きく

ださい 

 

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 

国際ロータリー第 2580 地区 東分区 

ガバナー補佐  海老沼孝二様（東京江北 RC） 

分区幹事    追分 義郎様（東京江北 RC） 

東京江戸川 RC 元会長 山本 和夫様 

東京江戸川 RC 元会長 西川 昭雄様 

当クラブ特別代表  斉藤 実様(東京臨海 RC） 

今年度米山奨学生  ヴ ティ ミン様 

 

  
 

 

 

 

 

(第 2580 地区 東分区 

ガバナー補佐 海老沼孝二様) 

 

 

 

 

 

 

 

(分区幹事 追分義郎様) 

 

(左から東京江戸川 RC 元会長 山本和夫様、元会長 西川昭雄様) 



 
 

 

(特別代表 斉藤実様)     (米山奨学生 ヴ ティ ミン様)  

    

■来賓ご挨拶 

東分区ＩＭホストクラブ 

東京江戸川 RC 元会長 山本和夫様 

東京江戸川 RC 元会長 西川昭雄様 

(左から第 2580 地区 東分区 ガバナー補佐 海老沼孝二様、 

東京江戸川 RC 元会長 山本和夫様、元会長 西川昭雄様) 

 

■ビジター紹介：油井健一会員 

 ●寺井 剛様（飯塚憲貴会長ゲスト） 

 ●多田健人様（飯塚憲貴会長ゲスト） 

 ●渡辺健太様（飯塚憲貴会長ゲスト） 

 ●本島 厚様（三橋晶会員ゲスト） 

  

  

 

 

 

 

 

 
(油井健一会員) 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 

・ヴ ティ ミンさんへの奨学金お渡しとご挨拶 
「本当は今年の 4月から奨学生になってクラブの皆さまに

お会いできるはずでしたが、コロナウィルスの影響で日

本に戻れなく先月初めてお会いできました。来年 4月か

ら社会人になります。あと 6カ月と短い時間ですが、ぜ

ひともよろしくお願いいたします。」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(米山奨学生 ヴ ティ ミン様) 

 

 

・江戸川区ハワイ州ホノルルとの姉妹都市盟約締

結について 
「12月中に江戸川区とハワイ州ホノルルとの姉妹都市盟

約が締結される予定です。締結されましたら、当クラブ

もハワイのロータリークラブとの姉妹クラブの方を進め

ていきたいと思います。ぜひ皆さん楽しみにしてくださ

い。」 

 

ロータリー財団月間について 
「我々はまだ三年目のクラブで、皆さんあまり意識されて

いないと思いますが、ロータリー財団は皆さんの寄付で

運営されております。教育・疾病・母子の健康・平和・

水と衛生・地域経済、この 6点を重点項目としていま

す。特にポリオワクチンについてはロータリー財団の活

動でウィルスが撲滅寸前まできています。ぜひ皆さんご

理解いただきご寄付をお待ちしております。」 

 

・スピーチ 
「本日から出席は 2名ですが、3名の新入会員が参加され

ております。よろしければ雪丸さんと金森さんにご挨拶

いただきたいと思います。この 3名に入っていただき、

只今 35名。私達の目標は 40名を目指しております。な

んとか今年中に 40名、私の期では 45名を目指してやっ

ていきたいと思います。皆さん是非ご協力お願いしま

す。」 

 

●雪丸隆史会員 ご挨拶 

「江戸川区の大杉で牛乳屋をやっております、雪丸と申し

ます。この度入会のご承認いただき、誠にありがとうご

ざいます。以前ビジターで参加させていただいて、まる

で今すぐ入る様な感じに言ってしまいましたが、だいぶ

お時間をいただきまして申し訳ございません。晴れて 11

月から入会させていただく事になりました。どうぞご指

導ご鞭撻よろしくお願いいたします。会員の皆さま、地

域の皆さまのお役に少しでもなれるように努力していき

たいと思いますのでよろしくお願いします。」 

 

●金森俊成会員 ご挨拶 

「株式会社エヴァーズの金森と申します。入会させていた

だいて、本日初めての参加になります。入会理由は、飯

塚会長の背中を以前から追って見て、貢献する気持ちで

すとか自己研鑽している姿を見て、私も貢献しつつ自己

研鑽を高めてまいりたいと思い入会しました。よろしく

お願いいたします。」 

 

●飯塚憲貴会長よりバッヂの贈呈 

（雪丸隆史会員)             (金森俊成会員) 

 

 

 



 
 

 

■幹事報告：大星太郎幹事  

・11 月のロータリーレートは 1ドル 104 円です 

・バギオだより 11 月号をメールボックスに配布し

ました 

・ガバナー月信 11 月号をメール BOX に配布しまし

た 

・2021 年 4 月 8日（木）地区大会について 

後日ご案内をお配りさせていただきます 

・本日、14 時よりこちらの会場で、理事役員会が

ございます。理事役員の方はよろしくお願いし

ます。 

・次回の 11/20 の例会は、こちらの会場にて、社

会奉仕フォーラムがございます。 

 例会が 12：30～13：00、その後 13時～14 時ま

で社会奉仕フォーラムですので、お時間お気を

つけください。 

・12/14（月）開催予定の夜間例会について 

 既にお知らせしていますとおり、今年は、新型

コロナ感染予防のため、ご家族を呼ばずに開催

します。 

 18：30～20 時まで、夜間例会として、こちらの

会場で行い、その後、2次会を最上階のレストラ

ン RENで行う予定です。   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(大星太郎幹事) 

 

■11 月お祝い：飯塚正裕親睦活動委員長 

・会員誕生日 橋豊和会員、岸哲也会員 

・奥様誕生日 石田清貴会員夫人 

・結婚記念日 栗山義広会員、大星太郎会員 

・「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：橋豊和会員 
「44年間、今まで好き勝手な事をやってきた人生だと思

いますので、今後は気を引き締めて頑張っていきたいと

思います。ご支援、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い

します。ありがとうございます。」 

(左から飯塚憲貴会長、橋豊和会員、 

飯塚正裕親睦活動委員長、岸哲也会員) 

 

■出席状況報告：清水孝弘会員 

⇒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：田名網一嘉会員 

(ご意向)本日の卓話が皆様の事業のお役に立てれ

ば幸いです： 

海老沼孝二様（東分区ガバナー補佐） 

(ご意向)本日はインターシティミーティングの説

明で伺いました:山本和夫様・西川昭雄様 

    （東京江戸川 RC 元会長） 

(ご意向)海老沼ガバナー補佐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)クラブ奉仕フォーラムよろしくお願いし

ます。そして雪丸さん、金森さん、小林

さん入会おめでとうございます。これか

ら楽しいロータリー活動していきましょ

う：飯塚会長 

(ご意向)海老沼ガバナー補佐本日は卓話よろしく

お願いします：西野副会長 

(ご意向)平井会員先日はお世話になりました。あ

りがとうございます：栗山パスト会長 

(ご意向)11 月に入って初めての例会よろしくお願

い致します：間野会員 

 

油井会員、大星幹事、栗山会員、佐藤会員 

佐々木会員、飯塚正裕会員、伊藤会員 

島崎会員、清水会員、平井会員、継岩会員 

大西会員、岸会員、福本会員、岩崎会員 

石田会員、橋会員、髙橋会員、三橋会員 

雪丸会員、岡田会員、武井会員、田名網会員 

北林会員 

 

【31件 109,000 円  累計 1,083,110 円】 
 

(清水孝弘会員)       （田名網一嘉会員） 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 
「本日はクラブ奉仕フォーラムがございます。皆さんご協

力お願いします。」 

 

 

 



 
 

 

■2020-21 年度 クラブ奉仕フォーラム： 

西野充英委員長 
 

●会長挨拶：飯塚憲貴会長 

(左から飯塚憲貴会長、西野充英クラブ奉仕委員長) 

 

「ロータリークラブも皆さんの会社と同じで、人として仲

間として基盤を作らないと、その先にある職業奉仕、社会

奉仕、国際奉仕に繋がっていかないと思います。当クラブ

35名中 25名が所属するクラブ奉仕委員会がいかに重要か

という事になると思います。本日の 1時間を使い、クラブ

奉仕をいかに厚いものに出来るか、そして臨海西ロータリ

ークラブがどのように発展・成長していくか、そこに繋が

っていくと思いますので、ぜひ皆さんの熱い意見を聞かせ

ていただきたいと思います。」 

 

●趣旨説明：西野充英クラブ奉仕委員長 

「当クラブはもうま

もなく 2年を迎えま

すが、今までは東京

臨海ロータリークラ

ブさんの例会を見様

見真似でやってきま

したが、クラブの色

んな役割、クラブ奉

仕委員の役割をあま

り深く考えずにきま

した。今日、この機

会にそれぞれの役割

について皆さんから

お話いただきたい。

そして、来年度以降クラブ奉仕委員になった時に、どんな

役割なんだという事を感じていただくフォーラムにしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。」 

 

●クラブ奉仕委員会 各部門の活動について 

(1）ロータリー情報・クラブ研修リーダー： 

栗山義広副委員長 

「ロータリー情報の役割としては、「全会員に対しロータ

リーについてあらゆる知識と理解を広げるよう適切なロー

タリーの考えを伝える事が必要です。」このクラブのメン

バーの中では一番長くやっているので、皆さんより知識は

あると思いますが、私もそうでしたが、自分で勉強をする

事が重要です。クラブ研修リーダーには資格要件があり、

パスト会長・理事会メンバーが望ましいとあります。コロ

ナの状態になり、斉藤特別代表にお話いただいたような会

ができませんでしたが、これから新入会員歓迎会もありま

すので、その少し前にロータリーとはどんなものなのか、

私なりにお話させていただこうと思っております。責務や

任務については、クラブの指導者が適時地区研修会合に出

席することなど、皆さんが勉強する機会を後押ししたり、

勉強をする事を促したり、自分が講師になってお話した

り、そのような事をやっていくのがクラブ研修リーダーに

なります。」 

 

(2）新入会員選考：西野充英委員長 

「新入会員を選考する時、若しくは新入会員を募集する時

に、ガバナー公式訪問の際に配った冊子の後ろにどの職業

に誰が分類されているか記載されています。この冊子を見

ながら、この業界は会員がいないなど、ぜひ皆さんのお知

り合いをご紹介いただきたいなと思います。そして、ご入

会された方がどこに分類すればいいかなどの選考をするの

が、私の役割になっております。」 

 

(3）基金活性化 

① クラブ基金：田名網一嘉副委員長 

「クラブ基金とは、一般会計とは別の特別会計で別管理し

ている基金であります。資金用途は周年行事や、一般会計

が万一足りなくなった時に補填をする為にプールしていま

す。この基金は会員からの拠出に拠っていまして、30万円

以上の拠出をしていただくと表彰をされます。現在の所、

鈴木発起人代表、栗山パスト会長、油井会員が 30万円以上

拠出していただいており表彰されています。クラブの安定

運営の為に、基金への拠出を呼びかけて参りますので、よ

ろしくお願いいたします。」 

② ニコニコボックス：清水孝弘委員 

「まず、強制ではございません。皆さんの嬉しかった事、

ニコニコを共有する事が大きいと思っております。集まっ

たお金は運営資金だけではなく、様々な団体の支援金の寄

付として使わせていただきます。今年度から領収書が発行

されます。今年度は活動方針を決めていて、「新入会員に

ニコニコ BOXの説明をする」「喜びの種リストの作成」

「年に 1回は大きな喜びを発表していただく」「集計が簡

単になるように PCや携帯で編集できるようにフォーマット

の作成」フォーマットについてはスプレッドシートで作成

していますので、皆さんの許可があれば公開したいと思い

ます。」 

 

(4）諸団体交流（新会員増強チーム） 

① 中小企業家同友会：石田清貴委員長 

「会員増強という役割を仰せつかっています。今年度の飯

塚会長のターゲット「信頼関係を構築し、奉仕の機会を増

やす」という事で、今日もビジター様と新入会員様に来て

いただいて、私も感じているのは、人数が多いほうがレク

リエーションもそうですしビジネスの機会も増えるので、

飯塚会長もそうですが、BNIという所にも入っているので

すが、そこも人数が増える事によってビジネスの機会を増

やすという事になりますので、ロータリー以外の色んな活

動をされていると思いますので、そういう情報を取って新

しい仲間を増やしていけるような取り組みをしていきたい

と思っています。 

③ BNI：岡田竜司委員 

「先日の家庭集会で、「ロータリーで誘いたい人」という

テーマがあったと思うのですが、そこであげていただいた

お名前を議事録に基づいてお声がけをしていこうと思いま

すのでよろしくお願いします。」 

 

 

 

 



 
 

 

(5）親睦活動委員会：飯塚正裕委員長 

「会員同士の親睦を図っていただきたく、レクリエーショ

ン、新入会員歓迎会、家庭集会など、この他にも会員同士

の親睦を図れる活動を出来たらとおもっております。」 

① レクリエーション 

ゴルフ幹事：橋豊和委員 

「3クラブ合同ゴルフ大会をクラブ一丸となり、参加の皆

さまに楽しんでいただけるように準備を進めたいと思いま

す。活動計画は、年に 4回ゴルフ親睦コンペを開く予定で

したが、今回コロナ禍なので少し少ないと思いますけれ

ど、来週 11月 13 日にゴルフ大会をやりたいと思いますの

で、参加される方、よろしくお願いします。」 

 

(6) 会場監督委員会（SAA）：継岩憲二委員長 

「SAAは例会やその他の会合で、会が楽しく運営できるよ

うに進行役を務めるのが主な役割となっております。SAA

は何かと調べてみました「Sergeant-at-Arms」約すと護衛

官とか守衛官などになります。もっかロータリーの中でも

最大の敵はコロナになります。我々守衛官は入り口で待ち

構えていますので、皆さん体温の測定と手指消毒の徹底を

お願いいたします。」 

① 例会製作：三橋晶副委員長 

「出席率 80%以上を目指して参りたいと思いますので、長

期欠席者へのフォローを、電話連絡等をして出席を促して

参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。」 

 

(7) プログラム構成委員会 

① IT・公共イメージ：北林貴臣委員長 

「ロータリークラブのホームページを作って公開していま

す。会員の紹介と例会の紹介を行っています。公共的にイ

メージ UPさせる為の施策をやっていきたいので、何か案が

あれば言っていただければやっていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。」 

③ 会報：伊藤宏之副委員長 

「週報を発行しておりますが、まず滞りなく正確に発行す

る事、何よりも皆さんに見ていただいて分かりやすく納得

していただける内容にしたいと思います。最近思うのは、

どのような団体、企業でも大きく長く続いている所は、き

ちんとした記録を持っている。これは歴史にもなるし財産

にもなると思っているので、そこらへんを考えて今後もや

っていきたいと思います。」 

 
●総括・講評：斉藤実特別代表 

「クラブ奉仕の裏付けが

無い職業奉仕も社会奉仕

も無い。クラブが無くな

ってしまったら職業奉仕

も社会奉仕もできない訳

です。やっぱりクラブに

とって一番大事なのはク

ラブ奉仕。まだ 2年です

が皆さん素晴らしい、若

い人は吸収するのが早

い。本当に良いクラブに

なったと思います。これ

を大事にしてクラブの運

営をして、良いクラブに

していって欲しい。」 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

■本日の卓話 

「私の職業とロータリー」 

国際ロータリー第 2580 地区 東分区 

ガバナー補佐 海老沼孝二様 

 

 
 
初めて臨海西のクラブ奉仕フォーラムを聞かせていただい

て、若いクラブでございますので皆さん経験が殆どない、

そういう所で全般に良くやっている。ですけど、全ての事

がいっぺんには覚えられません。階段を一段ずつ登って行

くように、自分の役割の部分は確実に覚えられますので、

是非皆さん楽しみながらやっていただければと思います。

親睦が一番です、親睦というのはフェローシップ、仲間を

作るという事が一番の親睦です。 

3人のガバナー補佐の中でIMの担当をさせていただきます

が、この中でのテーマは【～今だからこそ思う～「ロータ

リーに入って良かった！」】、本当にロータリーに入って

自分がこんな体験をした、とても良かったなという話を皆

さんかいただいて、そういう事を会場の人たちと再確認す

る場にIMをしたいなという事でございます。 

 

●卓話テーマについて 

「私の職業とロータリー」というテーマでお話をさせてい

ただきますけど、私こそロータリーに入っていて良かっ

た、そこら辺の事をお話させていただきたいと思います。 

 

 

●自己紹介 

決して優秀な学生時代を送っていたわけではありません。

日本大学を卒業して、社会に出て社会の中で苦労をして色

んな人たちに磨かれ、ロータリーに入ってまたロータリー

としても色んな諸先輩に教えられて今があります。 

●会社について 

「マナー環境を創造します」が事業のテーマです。社是が

「創造」です。創造というのは常に新しい物を造り続けて

いかなければいけない。一歩でも二歩でも先んじてなけれ

ば魅力ある企業は作れない。私が会社に入った時の社是は

近江商人の「三方良し」でしたが、それを「バランス」と

いう言葉に変えその中に込めました。常に創造しながら自

分だけでは無い、お客様と自分だけも無い、世間もみんな

良しというバランスを如何に整えるかが企業永続の鍵で

す。 

 

●事業について 

私の主な事業は「コインパーキング」「自転車のコインパ

ーキング」「総合的自転車対策（放置自転車対策）」の3つ

で成り立っています。 

 

 

 

 

はじめに駐車場（コインパーキング）部門ですが、地主さ

んから土地を借り機械を持ち込み無人で運営できる仕組み

にして、いつでも誰でも簡単に停められる駐車場を提供す

るというビジネスモデルで、これが会社を興す時の基本と

なった仕事です。 

元々は土建屋でしたが建設業の将来が非常にどうなのかと

思い駐車場のビジネスに入っていきました。 

時間貸しの駐輪場「サイクルコインパーキング」につい

て。私は10歳の時に浅草から綾瀬に引っ越し、そこで育ち

ました。いつも綾瀬の駅を利用していましたが、昔は放置

自転車が道に溢れていて緊急車両なども通れない状態で、

どうしてこんな風になってしまうんだという事で、なんと

かしたいなと思い、これは綺麗にするとビジネスになるの

ではないかと思いまして、放置している人の7割以上が女性

で、観察すると多くの人が改札口から駅に入ってくる、中

には近所のスーパーで買物をしている人もいますが、なん

でお金を払わずに放置するんだろうと考えました。原因は

放置したくて放置している訳ではなく、公共駐輪場という

のは通勤・通学者が使っていて臨時で駐輪できるスペース

が僅かしかなかった。女性が停めたくても停める場所が無

かったのが現実。そこでコインパーキングのノウハウと経

営資源を使い、時間貸しの駐輪場の実験施設を作りまし

た。実験施設を作ったら女性達からもっと作って欲しいと

いう声を貰い、十分商売として成り立つと本格的に始めま

した。 

公共サービスとして「総合的自転車対策」を自治体から受

け、放置自転車対策を行いました。今では複数の自治体か

ら請負、売上の2/3くらいはこの仕事になっています。 

 

●現状について 

仕事は順調に行っていたが、上り坂下り坂はありますが、

まさかの坂が本当にあるもので、今回のコロナでつくづく

感じました。私は土建屋時代の経験から安定した積み重ね

の仕事をしたかった。来年には社長を交代し事業承継の準

備もバッチリしていたら非常事態宣言です。かなりダメー

ジがありましたが、大手に比べたらたいした事はない。 

 

●ロータリーについて 

同じクラブのロータリアンに、ロータリアンとして受けた

仕事はキチンとしろよと言われ、背中を押して貰えた。 

皆さん何かのお役を頼まれた時に、ロータリーのお役は断

らずに受けた方が良い。この人に一生懸命やってもらえた

なと思うと、この人の仕事を応援したくなる。それが人の

気持ちの性です。なので、私はロータリーの先輩達に凄く

応援してもらいました。 

国際ロータリーの決議の中で「最もよく奉仕する者、最も

多く報われる」という言葉がある。人の為にいっぱい奉仕

をした事が、結果としてその人が報われる輪廻の世界で

す。 

私は社会的企業を目指しています。社会的企業は利益の最

大化を目指さず、まずは社会課題を解決し利益は後からつ

いてくるという考え方。もっと広い意味で考えたら社会的

企業というのは、トヨタやソニーやパナソニックなど一流

企業は職業を通して社会に奉仕している企業。素晴らしい

商品や素晴らしいサービスを作り出して社会に提供してい

る。広く考えたらこういう企業がまさしく社会的企業で、

まさしくロータリーの職業奉仕と同じ。皆さんも企業経営

者として、どうあるべきか勉強されたらいいと思います。 

 

などのお話をいただきました。 

 


