
 

 

 

2 月 26 日の卓話  2 月 19 の出席率  3 月 5 日の卓話  

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 30 名 

 会員欠席者数 8 名 

 本日の出席率 78.94％ 

  

国際奉仕フォーラム 

国際奉仕委員長 油井健一様 

 

今年度米山奨学生 

ヴ ティ ミン様 

「イニシエーションスピーチ」 

 

当クラブ会員 小林 良様 

当クラブ会員 那須勇元様 

 

 

2021 年 2 月 26 日［第 55 回］ 

≪2020-2021 年度オンライン例会 第 54 回例会報≫ 

2021 年 2 月 19 日（金）例会 12：30～13：30 

司会：岡田竜司会員 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

「一昨日くらいから花粉症で鼻が辛くなってきています。 

コロナだけではなく花粉症にも気をつけてください。」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(飯塚憲貴会長) 

 

(司会：岡田竜司会員) 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

■「四つのテスト」唱和 

■「ロータリーの目的」 

 東京臨海西 RC Ver.唱和：西野充英副会長 

(西野充英副会長) 



 
 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

●東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

●東京臨海西ロータリークラブ 発起人代表 

 東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

●職業奉仕委員         菅 秀平様 

●親睦活動委員         本島 厚様 

(特別代表 斉藤実様)  

 

(菅秀平様)          （本島厚様） 
 

■ビジター紹介： 

萩原康一郎様（飯塚憲貴会長ゲスト） 

 

■懇親タイム 

3〜4名ずつに別れてのグループディスカッション 

※約 10 分間ブレイクアウトルームにて行いました 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 

●アルコール消毒液の配布完了とお礼状の報告 

「2/15 に 4施設、2/16,18 に 4施設、合計 8施設にアルコー

ル消毒液を配布しました。各施設からお礼状をいただきまし

た。」 

●カウンセラー委員会について 

「カウンセラー委員会を発足して、会員になって何をしたら

良いか、どうしたら良いかという皆さんの不安を解消する活

動をしていこうと思います。」 

●3月 26 日東京小石川 RC 創立 50 周年記念式典・

祝賀会並びに小石川櫻花音楽祭は再延期となり

ました 

●バギオ基金よりお礼状（二瓶会員）後日郵送し

ます 

●飯塚会長よりバギオ基金へ寄付 

(左から飯塚憲貴会長、特別代表 斉藤実様)  

 

■幹事報告：大星太郎幹事  

●3/5(金)例会後、国際奉仕フォーラムがありま

す。終了は 14 時です 

●3/19(金)らいおんはーとへの移動例会は中止、

通常通りレバントで開催します 

●3/29(月)上野精養軒でお花見例会を開催しま

す。会員のみ 

 理事役員会 11：00～12：00 

花見例会 12：30～14：30 

 理事役員の皆様は 11 時お集りください 

●5/7(金)の例会中、1時間、東分区の IM 映像を流

します。終了は 14 時です 

●生沼会員の退会が、理事会で承認されました 

●お誕生日プレゼント・ガバナー月信 2 月号・ロ

ータリーの友 2 月号を郵送(2/9) 

 ました 

●2月 27日(土)東京臨海東 RC25 周年記念例会祝賀

会は開催中止となりました 

●4月 8日(木)地区大会の参加者 7名について

(2/17 メール済) 

（飯塚会長・西野副会長・大星会長・平井会員・

栗山会員・島崎会員・継岩会員） 



 
 

 

●2月度定例理事役員会議事録をメール配信してい

ます(2/12メール済) 

●休会のお知らせ 

 臨海 RC…2/24(水),3/3(水)WEB例会 

(その他は休会） 

 臨海東 RC・江戸川 RC・江戸川中央 RC・江北

RC・葛飾東 RC・東京東 RC・葛飾中央 RC・本郷

RC・池袋 RC…緊急事態宣言中は休会 

 

■委員会報告 

●青少年奉仕委員会 岸委員長より 

 国際ロータリー第 2580地区ローターアクト第 52 

回年次大会「えん」のご案内 

(左から大西聡会員、岸哲也青少年奉仕委員長)  

 

●一般社団法人パラボールリーグ協会  

栗山理事長より カタログ完成のご案内 

 

■出席状況報告：間野勉会員 

⇒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：島崎久志会員 

(ご意向)今日もよろしくお願いします。イニシエ

ーションスピーチ楽しみにしています：

斉藤実様(東京臨海 RC・当クラブ特別代

表) 

(ご意向)イニシエーションスピーチ、よろしくお

願いいたします：飯塚会長 

(ご意向) 菅さん、本島さん、イニシエーションス

ピーチよろしくお願いいたします： 

西野副会長 

(ご意向)菅さん、本島さん、イニシエーションス

ピーチよろしくお願いします^ ^： 

大星幹事 

(ご意向)菅さん、本島さんイニシエーションスピ

ーチ楽しみにしております：栗山会員 

(ご意向)本島会員、菅会員本日のイニシエーショ

ンスピーチ楽しみにしております： 

三橋会員 

(ご意向)飯塚会長、金森さん、お仕事ありがとう

ございました。本日もよろしくお願いし

ます：石田会員 

 

伊藤会員、飯塚正裕会員、清水会員、平井会員 

岩崎会員、大西会員、島崎会員、間野会員 

髙橋会員、北林会員 

 

【18件 75,280円  累計 1,910,390円】 

 

 

■本日の卓話「イニシエーションスピーチ」 

 

●職業奉仕委員 菅秀平様 

 ラーテルパートナーズの菅秀平

と申します。よろしくお願いしま

す。これが僕が元に作ってたスラ

イドで、菅首相のものに変わって

ます。 

 今日のスピーチは、まず私の家

族について。あとは生い立ちにつ

いて、そして仕事についての三つ

に分けてお話しさせていただきた

いなと思います。よろしくお願い

します。 

 



 
 

 

 家族についてです。ご覧いただける通り、一卵性の双子の

子どもがいまして、雄一と大智といいます。2歳になります。

双子、想像以上に壮絶な育児でして、夜も眠れない日々が最

初は続いてたりしてたんですが、ようやく最近になって手を

離れ始めたりとかしゃべるようになってきたので、だんだん

私もかわいいなっていう感情が芽生えてきたのが本当に最

近のことでして、父親業も最近楽しくやれるようになってき

てます。こちらが集合写真でして、嫁が同級生になります。

大学のときに知り合って、嫁がダンスやっていたので、大学

の文化祭とかで公演があって、それをたまたま見に行って、

恥ずかしい話、一目ぼれしたっていうのがきっかけでして、

そのとき全く知らなかったんですけど、あの手この手で連絡

先を聞き出して、ご飯に行って。付き合うまでに実は3回振

られてまして、念願の付き合って結婚まで行き着くって話な

んですけど、理想と現実、結構違うなっていうのが最近思う

ところで、昔は品が良くて優しくて気立てのいい子だなと思

ったんですけど、最近は気が強くて頑固でなかなか家では尻

にひかれてしまってるような状況でして、ロータリークラブ

にはさまざまな諸先輩方いらっしゃいますので、いろいろ家

族円満の秘訣とか処世術について教えていただきたいなと、

切実な悩みで今思っております。 

 生い立ちです。1989年6月15日生まれ、31歳になります。出

身が杉並区で生まれました。こちらが僕の幼少期のときの写

真なんですが、子どもに本当にそっくりですね。結構、明る

くてわんぱくな幼少期を過ごしてました。小学校は小金井市

にある学芸大学の附属小金井小学校に入学しました。こんな

感じでぱきっとした雰囲気も醸し出せるような小学生だっ

たようです。中学校はそのまま附属の中学校に進んで過ごし

てました。高校が國學院大學久我山高等学校っていうところ

に進学しまして、ここからラグビーを本格的に始めまして、

小学校と高校の差がかなりあるんですけど、高校はもうかな

り厳しい学校でして、3年間のほとんど坊主で過ごすような、

素行も悪かったんですけど、そんな感じで3年間過ごして。

大学は全然関係ないんですが、兵庫県にある関西学院大学っ

てところに、これもラグビーをするために進学して4年間過

ごしていました。学生時代の話ですが、ほとんどラグビーし

かしてません。小学校のときから父親の影響でラグビーを始

めまして、そこからずっと。小中は学校にラグビー部がなか

ったので、学校では違うスポーツをして、クラブチームでラ

グビーをしてるっていう、そんな感じでずっと年がら年中ラ

グビーやスポーツをしていたっていう学生時代を過ごしま

した。この後、イニシエーションスピーチをする本島とは高

校の同級生なんです。本当に3年間同じクラブ、ラグビー部

で過ごしましたし、クラスも一緒でして本当に苦楽を共にし

た同じ仲間で今でも本当に仲良くしてもらってまして、いい

影響をたくさん受けてます。 

  新卒で三菱UFJ銀行に入社しました。本当に学生時代ラグ

ビーしかしてこなかったので、やりたいことというのが思い

つかなくてですね。ただ、漠然とお金が何をするにおいても

大事だなっていうことで、金融に関心があって、金融の知っ

てる会社ばっかり受けてたって、そんな感じです。たまたま

ご縁頂いて銀行に入ったっていうところなんですけど、最初

の配属で東京の中野にある駅前支社っていうところの法人

の営業部に入りまして、中野かいわいの中小企業のオーナー

担当として2年ほど営業を続けました。ここでの本当にお客

さまに恵まれまして、今でも可愛がっていただいている経営

者の方々とか結構いて、本当にこのときに、社会人なりたて

のときに、こういう大人というか、こういう方々のように自

分もなっていきたいなっていう、漠然と思い描かせていただ

いたっていうのは本当に貴重な体験になったと今でも感じ

ております。 

 そのあと、営業の成績が少し良かったので丸ノ内本部にあ

る本店営業部っていうところに配属になりまして、ここでは

上場企業や大企業への担当として営業活動をしていきまし

た。銀行員は4年半ほど、4年ほどして、突然プルデンシャル

生命っていうところに転職をします。突然の転職で結構周り

には驚かれたんですけど、三菱に入って家族も親戚も喜んで

くれてて、何でわざわざ転職するのっていうことで大反対に

遭ったんですけど、自分でも銀行の仕事をしていく中で思う

ところがあって、本店の営業部って銀行員からしたら花形の

ポジションで割と誰もが行きたいような部署なんですけど、

結構やっていることというと泥くさくて、ノルマや目標が厳

しくて、お願いで数字をやっていただいたりとか、これ、本

当にお客さまの為になるようなものなのかなっていったよ

うなものもノルマで売らなきゃいけなかったりですね。花形

ポジションでも割と長く続けれるようなことが、難しいこと

をしてたりとかして、不安に思うこともありましたし、あと

は銀行のビジネスなんでしょうがないなって思ったんです

けど、いい会社には安い金利で提供して、お金が本当に必要

な会社には高い金利だったりとか、なかなか提供ができない

っていうところで、もどかしさを感じながら仕事をしていく

中で、プルデンシャル生命のヘッドハンティングの人に出会

って、生命保険は年齢と性別で保険料は全て平等に決まって

ますし、いい会社だからといって割り引くこともなく、平等

に扱える商品で、完全歩合制のフルコミッションの世界なん

ですけど、自分の実力を試したいなって思いもありまして、

思い切って勇気出して転職をしました。 

 そこで丸5年やりまして、このラーテルパートナーズって

起業に至ったんですが、実はこのラーテルパートナーズって

いうのは不動産業の会社でして、全く畑違いで不動産売買や

仲介、賃貸とか管理、総合不動産会社として今仕事をしてお

ります。プルデンシャル生命が何で不動産なんだっていう話

なんですけど、生命保険を扱って営業させていただく中で個

人のお客さまや法人のお客さまに不動産ニーズがあって、最

初のきっかけとしては、本島もそうですし、いろんな不動産

会社の方におつなぎしてご紹介するっていうのが最初のき

っかけです。そこから割と法人の事業用地だとか収益部件と

か、後は管理させていただけるような物件も徐々に増えてき

まして、片手間といいますか副業でやっていける枠が超えて

きて、これは本当に腹据えて本業でやっていかなきゃなって

いう状況になりましたので、一念発起して会社を起こすこと



 
 

 

にいたしました。 

 仕事をしていく上で大切にしてること、私の中で三つあり

ます。まず1点目が、「お客さまよし」「会社よし」「世間よ

し」って、この三方よしの精神です。不動産業を悪く言うつ

もりないんですけど、目先の利益に走って割と評判が悪くな

ってしまうっていうケースも結構ありまして。ただ、これ5

年で終わらすような仕事でもないと思ってますし、人生かけ

てやる仕事ですので、長く皆さんがいいような、幸せになれ

るようないいものを提供し続けて、長く続けていけるような

ものにしていきたいなと思ってます。 

 二つ目が、ラグビー部の監督の言葉なんですが、努力に勝

るものはないということで、こつこつと努力を積み重ねて、

信頼もそうですし、実績もそうですし、地味にこつこつ続け

ることが全て勝るものがないっていうことも理解して努力

を続けていきたいなって思ってます。 

 あと、これも最後の人生前進あるのみっていうのもちょっ

とラグビーっぽいんですが、人生で転職2回繰り返して、結

構自分の中で大きな決断をしたっていうふうに思ってまし

て、家族もいるのでなかなか失敗できない状況の中で起業す

るっていうことを決断したのは、結構勇気がいることなんで

すけど、思いとどまって違う人生を歩むのも良かったんです

が、勇気を出して一歩踏み出すからこそ見える景色もあるな

と思って、歩みを続けながら考えて人生を前進して成長して

いきたいなっていう風に思っております。 

 最後に挑戦っていうところでして、不動産業以外のとこ

ろを、飲食店を開業します。このコロナ禍の中で大丈夫かっ

て言われる方がほとんどだと思うんですが、場所は東麻布で

和食のお店をやります。こんな感じの佇まいで内装もしっか

りやって、接待向きといいますかしっかりしたものを提供で

きるような空間になっております。板前がこんな感じの男性

で、杉山という板前歴 30 年の大ベテランでして。コロナ前

からこの方と 10 年来の知り合いでして、前々から一緒に何

かやりたいですねってお話ししてる中で、たまたまコロナも

ありまして一緒にやろうって意気投合しまして、逆風の中な

んですが思い切って。ピンチはチャンスじゃないですが、い

いこともあるので。例えば居抜きが安かったりとか、コスト

も安く抑えれる部分もありましたので、思い切ってチャレン

ジしているところです。緊急事態宣言が明けましたらオフィ

シャルにお店を開けて開店させようと、今、準備段階で、も

う大詰めにきております。皆さま、ぜひ東麻布に寄る際があ

りましたら、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。最

後になるんですが、このクラブに誘っていただきました三橋

社長ですね。本当に貴重な体験をさせていただく機会を頂い

て感謝しております。まだまだ創業間もなかったり未熟な私

ではあるんですが、皆さま、ご指導ご鞭撻いただきながら、

貢献できるような人間になっていただきたいな思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 

 

●親睦活動委員 本島厚様 

 本島と申します。よろしくお願いいたします。私、15分間

の自己紹介をあまりやることがなくて、すごい慣れてない部

分があるんですけれども、聞いていただければと思います。

私、本島厚と申しまして、かっこでモテたいと書いてあるん

ですけれども、私、人生のテーマがこれ、モテたいんですね、

実は。これと、テーマと一緒にお話をさせていただければと

思っております。 

 私、千葉県の市川市の八幡

というところで生まれまし

て、小学校のときは父の仕事

の関係で台湾ですね。ニーハ

オとかばんばん言ってまし

た、そのときは。台湾で育ち

ました。その後、小中学校は

先ほどの菅会員とも同じく

ラグビーをやっていまして、

ずっとラグビーしかしてな

かったんで。しかも男子校だ

ったので、女性に対してすごい免疫がない状態だったんです

ね。これやばいと。こんな感じで走ってました、私も。ポジ

ションでいうと足がちょっと早いほうだったので、走るポジ

ションにおりまして。そんな私、女性に対して遅咲きだった

んで、大学時代、大学卒業後、これかっこで書いてあるんで

すけど、大学をだいぶしくじりまして6年半行かしていただ

いた関係があって、大学4年終わりぐらいにモテたいという

ところで、六本木のバーでアルバイトを始めまして、すごい

不純ですね。スリーピース着てシャカシャカすればモテるん

じゃないかっていう、謎の願望があってですね。それで社会

人生活をスタートさせました。先ほどの菅会員とは180度違

うような感じですね。 

 徐々にアルバイトを始めて仕事にも慣れていって、6カ月

ぐらいですね。たったぐらい。僕もお客さんがついてきまし

て、今日もよろしくお願いしますみたいな感じで話ししてる

段階で、一人のお客さまから「君の夢は何」みたいな、言わ

れたんですね。私は、実は自分の将来お店開きたいんですっ

ていう話をしたら、Youやっちゃいなよと。行きなよと言わ

れたんですね。いやいや頑張りますと言ったら、いやいやと。

明日からだよと言われまして。え、みたいな。え、この人酔

っぱらってるけど大丈夫？みたいな感じだったんですけど、

その後、お話を普通にさせて頂いて、そのお客さまより次の

日ミーティングをして、その1週間後にはお金を出していた

だいて麻布十番にバーを開きました。ちなみにその人はジャ

ニーさんじゃないんですけど、がっつり普通の一般人の方だ

ったんですけれども、出していただいてやるわけですね。 

  麻布十番で始めまして、すごい張り切って行くわけです

ね。僕もがんがん行かなきゃいけないということで、張り切

って行きますと。ただ、張り切るとがっつり体調崩すわけで

すね。やっぱり飲んだ分が売り上げになって利益になるので

飲むんですね、がばがばと。テキーラは瓶一気とかしちゃう

わけですね。体、壊すわけですよ。最悪でした、もう。 

 しかもそのタイミングで子どもができると。僕、できちゃ



 
 

 

った婚なんですけれども、子どもができまして授かりました

と。それをやっていると、僕、夜の6時に家を出て行って朝の

7時に家に帰ってくるんですね。それは、嫁とか子どもがび

っくりするわけですよ。あれ、みたいな。完全に逆ってるな

みたいな感じで、逆転現象でして。僕はそれがなかなか、こ

の後これ続けてられるのかなみたいな感じになりましてで

すね。 

 で、次ですね。転職を考えるわけですね。これ大丈夫かと

いうところで。ただ、モテたいんですね。ただモテたいと。

転職考えるけどモテたいと。何をすればいいのかなと思った

ときに、いろんな人の話を聞いた上で28歳で転職するわけで

すね。不動産業界に入ります、これ。不動産業界に入って、

張り切るわけです。初めての営業ですね、これね。張り切っ

て行くわけです。目の瞳孔とかこんな感じで開きっぱなしで、

がばーいくわけですよ。全然売れなかったりする中で、歩合

が。慣れてきたときぐらいに初めての歩合給が入るわけです

よ。自分の成果が認められてですね。喜ぶわけですね。うれ

しいと。最高でしたというところで、次行きますね。車買う

わけですね。これはモテたいが故に、浅はかなんですけど、

いい車に乗ればモテるという発想で買うわけです。そのとき、

女性からの、来るんですけど、すごいちゃらい女の子という

か、ちゃらちゃらした女の子にしかモテなくて、あれ、これ

本質的にモテてるのかなみたいな疑問が出てくるわけです

ね。で、調子乗るのよくないと。謙虚が大事なんだと、それ

を気付くわけですね。 

 ありがとうってい

う言葉が、お客さま

から頂くありがとう

って言葉が気持ちよ

くなってくるという

ところで、ギャップ

というか本質という

か、地に足ついてい

かなきゃ俺いけない

なというところにな

っていくわけですね。

そういうこと気付く

わけですね。モテた

いと思って、これモ

テることってないな

と。モテたいんじゃ

なくて、モテるって

ついてくるんだと。

歩合給と一緒だと。自分が本質的なことやってれば、すごい

すてきな女性からモテるんだと。別にモテるっていうのは女

性に限らず、いろんな男性だったり、いろんな後輩からもそ

うですし、先輩からもそうですし、地に足ついて本質を得な

いといけないなというところでわかっていくわけですね。そ

の段階でかっこいい人から学びたいって思うわけですよ、い

ろんなこと。その当時、そのときにかっこいい、本物になり

たいと。かっこいい人から学んで、僕も本物に、本質に近づ

きたいってすごいどんどん思ってくわけですね。本物の人は

社会にすごく貢献して多くのものを与えてると気付くわけ

ですね。自分が欲しいってやっていく人ってやっぱりかっこ

よくない、モテてないんですよ。与えることで何かを得てる

と。それに気付くわけですね。 

 これ、ギブ・アンド・テイクじゃないなと、そもそも世の

中は。ギブ・アンド・ギブなんだと。ギブ・アンド・ギブで

与えることによって、本質というか与えなきゃいけない。こ

れをやってる人はかっこいいしモテてると。何かを成功して

る、全てにおいて。素敵だなと思ってるわけですね。 

 そのときに三橋会員ですね。私、紹介していただいた三橋

会員と飲む機会があって、改めて思うわけですよ。三橋会員

めちゃくちゃかっこいいなと。本質出てるなと。モテてるな

と思うわけですね。そこで三橋さん、何で三橋さんそんなか

っこいいんですかみたいな話をしたら、俺いろいろやってる

よと。ロータリーもやってるよと。社会に貢献してるよと。

え、と。紹介してくださいと。僕も奉仕したいと。しっかり

やりたいってなるわけですね。奉仕をして、皆さんへ与えて

いきたいと。私のビジョンが見えるわけですね。結果モテて

る、そんな大人になりたいなと。モテるを求めるんじゃなく

て、やってるが故に結果モテてるよと。そこを求めたいなと

いうような、そんな大人になりたいと思ってます。すいませ

ん、こんな感じですけども、引き続き今後ともよろしくお願

いいたします。 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

「菅会員、本島会員、すごいお人柄がお二人ともよくわかる

イニシエーションスピーチでした。お互い同じ高校の同級生

なのに、こんなに対照的に違うんだっていうキャラが面白か

ったですね。同じ不動産屋さんやってても、片方は飲食店か

ら不動産やって、片方は不動産やって次、飲食店やるみたい

な、すごい正反対で。2人とも麻布なんていうところがあっ

て、すごいいろんな奇妙なご縁を感じています。ぜひ皆さん

もお二人とまた個別でお話ししていただいて、お互いの情報

交換などをしていただければなと思います。」 

(左から、岡田竜司会員、飯塚憲貴会長、菅秀平会員、 

本島厚会員、斉藤実特別代表) 

 

 
 



 
 

 

■追記 

アルコール消毒液の寄付（配布） 

 

●江東園ケアセンターつばきさんへ 

 

●ジョブアンティさんへ 

 

●元明館さんへ 

●味噌工房わくわくさんへ 

 

●ワーク花きりんさんへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

●東京ソテリアエンプロイメントさんへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ことのは Playerさんへ 

 

 

 


