
 

 

 

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

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 27 名 

 会員欠席者数 11 名 

 本日の出席率 71.05％ 

  

 

NPO 法人らいおんはーと 

理事長 及川信之様 

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 

2021 年 3 月 5 日［第 56 回］ 

≪2020-2021 年度オンライン例会 第 55 回例会報≫ 

2021 年 2 月 26 日（金）例会 12：30～13：30 

司会：岡田竜司会員 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(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 

●社会奉仕委員         那須勇元様 

●社会奉仕委員         小林 良様 

(特別代表 斉藤実様)               (那須勇元様) 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(小林良様）  

 

■ビジター紹介： 

本日はいらっしゃいませんでした。 

 

■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 

「皆さん誰かに何かを誰かを紹介する時に、ティーアップを

されると思います。そのティーアップは誰の為にするのか考

えました。私が思ったのは、私が紹介する人の話を聞きやす

くしたいなと思っています。いきなり自己紹介で入ってしま

うと、なかなか話しづらいし聞いている方も、いきなり話に

入ってしまうと、えっとなると思うんですけど、ティーアッ

プして紹介してあげると、話が入りやすくなると思います。

色々な経営者の会などに参加していて、誰かと誰かを繋ぐの

が好きなのですが、それが自分のビジネスにも活きていて、

自分の仕事を売り込む時に自分の方にばかり寄せていると

結局逃してしまうのと同じだと思います。ではどうやって自

分に興味を持ってもらうか、話を聞いてもらえるかと考える

と、第三者にティーアップしてもらう必要があるのかなと思

います。」 

●カウンセラー委員会について 

「現在三役を中心にカウンセラー委員会の在り方、やり方に

ついて話をして進めています。」 

・北ブロック、南ブロック3名づつ 計6名を中心に行う 

・3月から動いていきたい ・西野副会長がリストを作成中 

 

■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。 
その後、理事役員会 14 時～15 時 
●3 月 29 日(月)お花見例会のご案内をメールしま

した(2/22)出欠のお返事は3月 5日(金)までとな
ります 
●休会のお知らせ 
向島 RC・江東 RC…緊急事態宣言中は休会 

 

■委員会報告 

本日はありませんでした 

 

■出席状況報告：石田清貴会員 

⇒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：武井隆光会員 

(ご意向) 本日もよろしくお願いします。小林さ

ん、那須さん卓話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)那須さん、小林さん、イニシエーション

スピーチ楽しみにしています。よろしく

お願いいたします：飯塚会長 

(ご意向)那須さん、小林さん、イニシエーション

スピーチ、楽しみにしております： 

西野副会長 

(ご意向)那須さん、小林さん、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)那須さん、小林さんイニシエーションス

ピーチ楽しみにしています：栗山会員 

(ご意向)小林会員、那須会員イニシエーションス

ピーチ楽しみにしております。： 

岡田会員 

(ご意向)油井さん、栗山さん、昨日はごちそうさ

までした。頑張ります！：北林会員 

 

佐々木会員、伊藤会員、飯塚正裕会員、岩崎会員 

平井会員、大西会員、清水会員、継岩会員 

二瓶会員、髙橋会員、三橋会員、武井会員 

石田会員 

 



 
 

 

【20件 70,000円  累計 1,980,390円】 

 

■本日の卓話 

「イニシエーションスピーチ」 

 

●社会奉仕委員 那須勇元様 

 皆さんこんにちは。那須と

申します。イニシエーション

スピーチということでお時間

を頂いておりますので、お話

をさせていただきますけれど

も、月並みな人生を送ってお

りますので、あまりしっかり

としたお話にならないかもし

れませんが、お付き合いいた

だければありがたいなという

ふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

●生い立ち 

 1969年、昭和44年2月19日千葉県柏市生まれとなってます。

父親の赴任先で、社宅で生まれたというかたちです。その後、

本来父親の自宅になります豊島区池袋に転居するまでの間、

千葉県の方で生活をしてまいりました。千葉の方で生活して

ましたけれども小児喘息でしたので、ほとんど母方の実家が

あります群馬県の高崎の方で過ごしておりまして、毎日毎日

田んぼ、畑走り回って遊んでいたなという記憶が残っており

ます。その後、東京池袋の方に転居してからはほぼ野球漬け

ですね。野球ばっかりしてました。昔でいう校庭開放なんか

でゴムボールを使った野球やらしてもらって、また小学校高

学年に上がったときから軟式野球というものをさせていた

だいたというかたちです。私は外に出て野球をして、1人だ

け妹がいますけれども妹は毎日家で勉強していると、成績は

好対照というような幼少期でありました。 

 

●三菱油化に入社 

 その後1992年になりますけれども、平成3年ですかね、4月

に当時の三菱油化、現在の三菱ケミカルというところに入社

をさせていただきまして、本社人事労政部ということで、化

学メーカーなんですけれども、私、化学は全く分からない、

通知表も常に3以上とったことがないほど化学が嫌いなんで

すけれども、なぜか入らせていただきまして、化学は駄目な

ので人事労政部で労働組合の窓口とお給料計算の実務的な

ところを担当させていただきました。そのあと四日市事業所

ですね、当時三菱ケミカルの方、鹿島事業所、四日市事業所

というかたちで事業所構えておりまして、そちらの四日市事

業所の方に転勤になりまして、人事部ということで人事異動

の担当だとか工場の皆さん方の厚生部門ですね、食堂だとか

保養所なんかも担当させていただいて過ごしてまいりまし

た。ほぼこの頃は毎日お酒飲んで工場の方々と話をするのが

仕事というかたちで、本人は仕事だと思ってます。うちの家

内は遊びだと思っている状態でございます。 

 96年9月、ほぼ家にいないんですけどなぜか結婚ができま

して、後に長女とあと二卵性双生児、男と女の子供、双子が

生まれました。長男は産声をあげずに羊水に溺れた状態で出

てきて、この子が生まれてきた関係で私の人生は狂った、野

球と出会ってしまったと。それは後ほどご説明をさせていた

だきたいというふうに思います。この子がいたからまた鈴木

さんにも出会わせていただくことになったというかたちに

なろうかと思います。 

 仕事の方は四日市事業所の方から東京本社の方に移りま

して、当時化学メーカー、非常に業績が悪い状態でしたので、

間接部門の経営改革チーム担当ということで、社内のリスト

ラだとか分社化ですね。正社員非常にお給料高くてなかなか

雇用といったところの維持が難しい状態でありましたので、

子会社をたくさんつくってプロパー採用して労務費を圧縮

すると。また、各アウトソーシングというところなんですけ

れども、間接部門の業務を外に出す、もしくは分社化して安

い給料で社員を雇ってそちらの方で実務を回させると。高い

給料のスタッフについては企画検討に特化させるというよ

うなところの部分の仕事をさせていただきました。 

 当然リストラやってますと非常に暗い雰囲気になります

し、病院にまで押し掛けて行ってお疲れさまというような雰

囲気もありましたので、私の意図するところでもないので、

2001年の3月に三菱化学の方は自己都合退職ということで、

当時お給料計算だとか経理の実務的なところというのをア

ウトソーシングする流れ、また海外の方ではそれが常識的な

経営のツールであったといったところに魅力を感じまして、

自己都合退職した際においてはアウトソーシング業といっ

たものを立ち上げていこうということの思いで会社を辞め

させていただいたという状況になっています。 

 

●株式会社クルーズ設立 

 2001年ですね、私実務、事務的なことはできるんですけれ

ども、営業的なところはいままで人生の中で経験したことが

ないので営業的なところについて一緒にやってくれるとい

うパートナーが見つかりましたので、株式会社クルーズとい

うものを設立させていただきました。いまは亡き父親の方か

ら自宅を建てるときの住宅ローン以外は借金するなと、それ

が那須家の家訓だと言われましたので、金使うなら儲けてか

ら使えということでしたので、自宅で事務所も持たずに開業

させていただいたと。父の教えがあったのかどうかわかんな

いですけども、アウトソーシング業、日本では馴染みがない

ビジネスになりますので、2年間売り上げがありませんでし

た。けれども初期投資というのがほとんどしておりませんの

で、貯蓄等々でなんとか生き延びられたということで、この

部分、親父の話をよく聞いといてよかったかなというふうに

考えております。2003年の7月ですね、売り上げがなかった

んですけれども、初めて、知り合いの方が部長に就任された

ということで、困ってんだったら契約してやるということで

外資系の金融会社さんの方からご契約を頂いて、お給料計算

の代行ということで400人ぐらいの計算を任せていただいた



 
 

 

というかたちです。あと、ティンバーランドジャパンという

靴メーカーですね、靴ブランドのところですけれども、こち

らの方が初めてホームページの方からお問い合わせを頂い

て契約をさせていただいた。このときに出会った方との縁が

いまの私に繋がってるのかなというふうに思ってますけれ

ども、この年に10社ぐらい新しく契約させていただいたんで

すけれども、その7割はこのティンバーランドさんの人事部

長さんからご紹介を頂いたというかたちになります。アウト

ソーシング業ですから毎年毎年契約が変わるわけではなく、

1回契約してしまえばずっと長く契約というかたちになりま

すので、生活の土台をこちらティンバーランドさんの人事部

長さんの方につくっていただいたと言っても過言はないか

なというふうには思っております。 

 

●野球について 

 ということで毎年、新規契約があれば階段が積み上がって

いくという状態で、減ることがあんまりないということで、

こんなのほほんとした生活をするようになってきた。他方、

子供の方も順調に、仮死状態で生まれた長男も中学生に成長

した2012年の4月、少年野球を終えまして、中学の野球これ

からどう付き合っていくのかと、部活なのか硬式野球なのか

といったところでいろんなチームを巡ったところ、彼自身が

市原ポニーという千葉市、私千葉市の住所なんですけれども、

自宅の近いところにもっとポニーのチームあるんですけれ

ども、なぜか遠い市原ポニーがいいと。理由はよく教えてく

れるからだということですので、選択理由もよく理解できま

したので、じゃあ本人が決めたんだったら入ってくださいと

いうことで、そこに父親として父兄として参加もさせていた

だいた。この辺から日本ポニーベースボール協会との関係が

スタートしていったというかたちになります。 

 契約は順調に伸びつつも、節税対策のためかなんのためな

のか、いろんなわけわかんないことやりながらお金をためて

ったということが書いてあります。高い倫理観というふうに

先ほどお話がありましたので、この辺はロータリークラブで

学ばせていただきたいというふうに思っています。 

 そんなことを繰り返していきながら2014年の2月の段階で、

もともと私、20年勉強して、30年働いて、20年遊んで人生終

わるということが私の人生設計でしたので、45歳のときを機

に社長を退いて会長になりまして、5年間かけて新しい社長

に引き継いで50歳から20年遊んで、あとは死んでいくという

ふうに思っておりました。順調にここまできたんですけれど

も、野球のボランティアの方がどうも予定通りにはなかなか

進まなくて、この辺から市原ポニーというチームだけではな

くて関東地区のお手伝い、また協会本部のお手伝いというふ

うなことをしていましたところ、2016年、IBA少年軟式野球

国際交流会のお手伝いも開始させていただいて。 

 さらには、ポニーはアメリカに本部がありまして日本ポニ

ーベースボール協会はアジアパシフィックゾーンに属して

おりますので、こちらのアジアパシフィックゾーンのお手伝

いもさせていただいて、あとインターナショナル本部もさせ

ていただいてと。パラボールリーグ、いま栗山理事長さまと

一緒にさせていただいておりますけれども、こちらもお手伝

いさせていただいてということで、50歳で全ての役職から身

を引く予定が、野球だけはなぜか増えていくということで、

この辺なんとか自分自身が描いた人生設計に早く戻れるよ

うに整理をしていかなきゃいけないなというふうに思って

います。すでに2年人生設計狂ってますのでなんとか早めに

対処したいというふうに考えています。 

 そんなこんなでほぼほぼ月並みな仕事をして、あとは野球

と付き合ってきたというのが私の経歴にもなりますし、それ

以外あまり特筆すべきことも行ってこなかったというのが

お話になります。よくあります趣味とかなんとかですけれど

も、趣味野球、特技野球ということで野球しかわからない、

日本の野球界を象徴したような小学校低学年から朝昼晩全

て野球と付き合ってきたというようなことですので、それし

かわからないというのが率直なところになろうかなという

ふうに思います。 

 

●人生を振り返って 

 振り返ってみれば、自分の人生のなかで私が常に気を掛け

ながら、自分の志として持っていますのが、まず人生で最も

大事なのは出会い運だと。出会いがなければ私もここまでこ

れなかったなというふうに思っておりますので、今後の人生

においても出会い運というものは大事にしていきたいと。私

も社長も少しやらせていただきましたけれども、出会い運が

ない社長というのはなかなか厳しいよねというふうに思っ

ております。 

 あとは節税により生じたお金は5年後に世に戻すと。すぐ

使っちゃうということをしなければ、あと間違い指摘されれ

ばお金返せばいいだけだと。どんなところであっても全てを

指摘されることはないのでということで、間違いを指摘され

れば潔く認めるという心が必要なのかなというふうに思っ

ています。 

 3番、4番あたりのところは三菱化学の上司の方から二十数

歳、入ったばかりのところに必ず、常々言われたことがいま

でも記憶に残っております。朝と昼は考え、成果を披露する

時間であって、その他の時間で自身の考えをまとめろと。会

社に来て座ってから考えてるようじゃ駄目だということを

常に言われて、なんかせかせかしたような人生になってしま

ったなというふうに思っています。それと常に温かい心を持

って人に接しなければならないけれども、決断は冷静に行い

なさいということで、ビジネスでもボランテイアでも情にほ

だされてはいけないということを学ばせていただきました。 

 最後、これはもう野球をやっていればというところで、ス

ポーツ界にいらっしゃる方、皆さんそう持っておられると思

いますけれども部下、後輩、後継者に対してこそおもんばか

れということで、当然目上の方、上司の方、年上の方という

のは当たり前ですけれども、後輩が自分たちを支えてくれて

るんだという気持ちでしっかりと人と接していくというこ

とを考えていきたいと、それを学んできたというふうに思っ

ております。 



 
 

 

  

●ロータリークラブに入ったきっかけ 

 あと会長の方からロータリークラブに入ったきっかけ、何

を学びたいのかといったところも加えてくださいよとご指

導いただいておりますので、そちら付け加えさせていただき

ますと、ロータリークラブに入らせていただいたきっかけは

ポニーの野球、IBAの野球を通じまして鈴木孝行さまの方か

ら多大なフォローを頂いております。私、何もできないんで

すけども、少しでも恩返しができればということで、何した

らいいですかねという話のなかで、じゃあロータリークラブ

に入らせていただいて頭数増やさせてもらいましょうかと

いうようなところが本当のところであります。 

 もう一つ何を学びたいかといったところは、先ほど申し上

げました通り、倫理観というかけらもない男になってますの

で、その倫理観を学んでいきたいなというふうに思いますの

と、ポニーベースボール協会、すでにプレスリリース等々さ

せてもらってますけれども、野球を教えるのはあるんですけ

れども、野球を利用して人を育成する。これがわれわれの理

念というかたちになっておりますので、そのなかで子供たち

を成長させるためにさまざまな皆さま方とお話をさせてい

ただいて、勉強させていただいて少しでも子供たちに還元で

きるものがあれば還元していきたい、ポニーの施策に反映し

たいというふうに考えておりますので、なにぶんあまり面白

げもない私ですけれども、可愛がっていただければと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

●社会奉仕委員 小林良様 

 では始めさせていただきます。皆さん、よろしくお願いし

ます。小林良と申します。昭和51年4月2日生まれ、現在44歳

です。出身地は茨城県の常陸大宮市というところで、この地

図にある結構北の方になります。現在は足立区に住んでおり

ます。趣味は読書と自転車になります。地元、これもうほん

と関東平野の北のはずれの方ですので、ほんと山あいの中で

して、この写真のようなほんとにど田舎で育ちました。 

 次、私の家族をご紹介させていただきます。ちょっと写真

が古いんですが、令和になった5月にクルージングのときに

撮った写真で、私と妻と長男13歳と長女9歳の4人家族です。

このころ、ちょっと私いま、このときから17～18kg痩せたん

ですけど、まだ丸々太っていた時期です。私の妻は漫画家で

して、いまペンネームはしみず宇海という名前で、昔は単行

本とかよく出してたんですけど、現在はあんふぁんWebとい

うところで連載してますのでもしよければ見てみてくださ

い。 

 

●略歴 

 私の略歴を簡単にご説明します。小中高までは地元の茨城

で学びました。ちなみに小学校はこの舟生分校というんです

が、田舎だと小学校にいく前に町内に出られないので分校と

いう、4年生までの小さい学校がありまして、そこで学んで

おりました。全校生徒が20人ぐらいの小さな学校です。高校

出まして大学から東京に出てきまして、そこで建築を学んで

大学院までいきました。そのあと就職して9カ月で退職、こ

れはあとでそのくだりを説明しますけれども、9カ月で退社

したあと建築士の資格をとるまでに大工の見習いをして1年

間修行しつつ、2003年に個人事業として建築士事務所を開設

して10年間個人事業を行いました。そのあと2014年に法人を

共同設立して5年間やり2020年から、去年からまた新法人を

設立しまして現在に至ります。 

 

●仕事の内容 

 仕事の内容なんですけれども、私は建築設計事務所で建物

の設計と管理をしています。メインは個人住宅や別荘、個人

店舗の設計といった小規模なものです。特徴としては建売住

宅やハウスメーカーさんのような規格型の販売形態ではな

くて、依頼主さんの要望に合わせてゼロから設計する全部ワ

ンオフの設計となっております。個人の建物が多いんですけ

れどもそのご自宅を設計した流れから、会社の社長さんから

自社ビル頼まれたりとか、あと住職からお寺の施設つくって

よとか、そういったものも頼まれたりもするんですけど、全

てワンオフで受けております。 

 ここからいままでやってきたものを簡単にご説明します。

これは私のデビュー作で実家の物置。その大工修行してる間

に自分で設計して、大工さんと一緒に自分で建てました。こ

れはサーフショップですね。これはもう14～15年たつんです

けども、現在このサーフショップ、コロナとか震災の影響も

あって経営が右肩下がりになってしまったので、現在はここ



 
 

 

自宅に改装したいという建主さんの意向でそのリフォーム

の計画をしております。 

 これは軽井沢の別荘で、ちょうど昔の民主党の鳩山さんの

別荘の真向かいのなかなかいい立地のところに建てさせて

もらって、これは結構テレビに出たりとかシトロエンとかの

CMに出たりとかいろいろ使ってもらったみたいです。これは

天台宗のお寺の中に建てた住職のお家です。これは住宅じゃ

なくて賃貸アパートですね。ガレージ付きのアパートをつく

りたいっていう事業主さんの相談から建てました。 

 あとはこういう感じの個人住宅をいくつかやっておりま

す。これはこの会に入る前から清水会員とは別で繋がりがあ

りまして、その清水会員にこの建物のためにオーダーで特殊

なスイッチ回路をやってもらいました。清水会員ありがとう

ございました。これは気仙沼の方にある職業支援をしている、

とあるNPO法人から頼まれた、震災でここ津波で全部流され

ちゃった場所で、そこで職業支援をしたいというNPO法人の

方から依頼されてこういう建物を建ててます。これも個人住

宅ですね。あとはこういう小さい店舗なんかもやってまして、

どちらも私が常連だったお店のオーナーさんが独立すると

きに店を建ててよって頼まれて建てた建物になります。あと、

わりと最近だと、仏壇屋さんなんですけど、仏壇屋さんの社

長から店やってくれって頼まれて、テナント型なんですけれ

ど、イオンさんとかマルイさんとかそういったところでこう

いった物販店の設計もやっております。これは個人住宅です。

これがわりと最近のもので、これも別荘みたいなんですけど

個人住宅になります。 

 

●建築士になったきっかけ 

 こういった感じが私の仕事なんですけど、じゃあなぜこの

仕事やり始めたのかってきっかけを少々お話しさせていた

だきたいと思います。 

 先ほどのように、私ほんとに田舎育ちでして、きっかけと

しては工作と秘密基地作りでした。私の曽祖父が山師ってい

って山から木を切り出してくる仕事なんですけど、山師をや

ってまして、祖母が製材所、木を、丸太とかを加工するとこ

ろで働いてたので、家には木材とか大工道具とかがたくさん

あったのでそれが私の遊び道具でした。小さいころは欲しい

ものは作るという生活を毎日送っていました。ほんとに何も

ない田舎だったので、おもちゃとか売ってるところもなかっ

たもんですから、大体遊びたいものは自分で作ってました。

幸いそういう木とか石とかあと道具なんかはいろいろあっ

たので、小さいころからノコギリとかノミとか鉈とか使って、

おもちゃとか基地とかを作ってました。この写真は参考なん

ですけど、こんな感じで山の中に毎年秘密基地を作ってアッ

プデートしてくっていう毎日をしてました。 

 そんなこんなで田舎暮らしを過ぎて大学まで進むんです

けれども、それで学生時代にアルバイトしてた設計事務所か

らスカウトされて、就職活動とかってしたことはなかったん

ですけども、就職も一つの経験かと思って入所してみました。 

 建築士っていうのは建築の現場では一応先生と呼ばれて

まして、現場の指揮監督をする立場になります。その事務所

で最初に教わったのはこの先生の心得ってものでした。その

心得っていうのはざっくり言ってしまうと、その先生が考え

る理想の設計図通りに職人たちを的確に使えよと。そういっ

た使い方のノウハウこそがお前が学ぶことだということを

言われまして、私小さいころから作ることを自分なりにやっ

てきた身としては、作ることの大変さを知らないのかと、思

い描いた通りに作らない、できることがあるってことを知ら

んのかっていう思いがすごく強くて、どうしてもこの先生観

っていうのが馴染めなくて9カ月で辞めてしまいました。 

 

●独立 

 辞めてどうしたかというと、多分そういう考えだと他再就

職とかもできないでしょうし、じゃあ自分でやろうと思いま

して独立を考えました。ただ独立っていっても何もないので、

取りあえず資格をとって、あと現場の経験を積もうというふ

うに目標を定めまして大工さんに弟子入りして、その現場を

経験させてもらいつつ、資格の勉強をして無事に建築士の資

格を取ることができました。ちょっと安直なんですけど、そ

のまま資格も取れたし土台ができたっていうことで設計経

験ゼロ、コネゼロで独立しました。これが2003年です。 

 経験もコネもないので、当然ながら仕事は全部自分で考え

てやってました。ですので受けた仕事はもう経験がないです

から失敗も連続です。雨漏り、行政手続きのミス、設計ミス、

見積もりミス、現場ミスといった失敗、一通りやりました。 

 ただ、私、どんな失敗してもそれを解決するまでやり続け

ました。その際には、設計っていうのは結局机上の空論にす

ぎないんですね。いくら頭で描いても、実際建てるっていう

のは図面だけではできないし、つくっていただく職人さんが

いなきゃできない。そういったものを身をもって体感してい

たので、その現場の職人さんの意見も最大限取り入れながら

解決まで逃げずにやり続けました。 

 ただこの考え方っていうのは、一般的な建築士の先生像と

か、ビジネスとか、社会通念のセオリーからすると、根性論

みたいな感じにもあって、いわゆるビジネスという社会的に

は全くもって不適合かとは思ってます。ただ結果的に失敗は

途中で逃げずにやり続ければ失敗じゃなくなるという経験

を自分でたくさん積むことで、結果的に僭越ながらこの人は

逃げない人だという信頼を得ることができました。それでい

ままで続けてこられたんだと思います。 

 こういった私の、最初いろいろ見せてきた物件は一つとし

て規格型はなくて、全てワンオフなんですけども、このワン

オフの設計ってのはほんとに頼んでくれる人との信頼関係

がなければ成立しないんです。結果的に、こういった自分の

逃げずにやり続けるという経験が私の信頼というものにつ

ながっているということをいまありがたく実感できてまし

て、これが私の一番の財産かなといまでは感じております。 

 

●ロータリークラブ に入ったきっかけ 

 最後に、ロータリーに入ったきっかけなんですけども、さ

っきみたいな考え方の人間ですから、営利を追求するビジネ

スグループでもない、仕事を紹介し合う互助会のような仲良

しグループでもない、ほんとのビジネスを教えてくれる会だ



 
 

 

なと感じたので入会させていただきました。 

 ロータリーでは何をしたいか、何を得たいかということで

すが、大変生意気な感じかもしれないですけども、特にした

いこと、得たいことという目的はありません。というのは責

任と覚悟を持って正直な心で人と向き合っていけば、失うも

のも得るものもあると思うんですが、それをあるがまま受け

止めてやっていきたいと思っています。 

 自分の仕事で世の中に貢献できることについてですが、私

の仕事は住まいづくりなんですけども、住まいっていうのは

その家族の生活と深く関わってます。私の場合は建てて終わ

りっていうわけではなくて、そのあともその住まいとあとそ

のご家族と一生涯付き合い続けます。付き合い続けるってこ

とは当然いいことばかりではなく、不具合が出たりトラブル

があったりあるんですけども、それでも私のやり方、逃げず

に付き合い続ける。それが私の世の中への貢献につながるん

じゃないかなとは考えております。 

 以上、特に面白い話もなく大変恐縮ではありますが以上に

なります。ご静聴ありがとうございました。 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

「那須会員、小林会員、イニシエーションスピーチありがと

うございました。本当にお二人のお人柄がすごくわかって。

お二人とも特に謙虚だなって。すごいことをやっているのに

謙虚だなって感じました。 

 ちなみに私も高崎生まれなので那須会員と同じだという

のと、あと飯塚って名字がもともと茨城県石岡ルーツで小林

会員ともすごいご縁を感じてます。今日のお二人はすごいル

ーツが一緒だったので、似てたのですごく共感を持ってお聞

きさせていただきました。ありがとうございます。 

 ぜひ皆さんも、このイニシエーションスピーチを通じて、

皆さんがどういう会員かということを興味持っていただけ

ればなと思います。また親睦を図るときにでもこのイニシエ

ーションスピーチを思い出して、お互い会員同士興味持って

もらったらと思いますのでよろしくお願いいたします。」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左から、岡田竜司会員、飯塚憲貴会長、那須勇元会員、 

特別代表 斉藤実様) 

 


