
 

 

 

9 月 17 日の卓話  9 月 3 の出席率  10 月 1 日の卓話  

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 28 名 

 会員欠席者数 10 名 

 本日の出席率 73.68％ 

  

 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 島崎久志様 

当クラブ会員 飯塚正裕様 

 

 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 北林貴臣様 

当クラブ会員 岡田竜司様 

2021 年 9 月 17 日［第 72 回］ 

≪2021-2022 年度 オンライン例会 第 71 回例会報≫ 

2021 年 9 月 3 日（金）例会 12：30～13：30 

司会：石田清貴会員 
■点鐘：西野充英会長 
 

 
 

■国歌斉唱 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■「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 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：西野充英会長 

●東京臨海西ＲＣ 特別代表 

東京臨海ＲＣ  斉藤 実様 

●東京臨海西ＲＣ 発起人代表 

 東京臨海ＲＣ  鈴木孝行様 

●今年度米山奨学生 オーチソムオン様 

 
司会：石田清貴会員 

 

■卓話者紹介：西野充英会長 

●当クラブ 会計・国際奉仕委員 田名網一嘉様 

●当クラブ 職業奉仕委員長 継岩憲二様 

 

■ビジター紹介：二瓶恵一会員 

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■ブレイクタイム 

3～4名ずつに分かれて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：西野充英会長 

●基本的教育と識字率向上月間について 

●オーチさんへ奨学金後日お渡しします 



 

 

 

●オーチさんから一言 

「学会発表に参加し、原稿を提

出して 10 月に発表する予定に

なってます。最近は、一つ実験

が終わり、新しい実験を進めて

います。先々週 2回目のワクチ

ン接種して、副反応が重くて 2

～3 日休んでましたが、体調は

回復して研究に取り組んでい

ます。」 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●9月のロータリーレートは１ドル 110円です 

●ガバナー月信・ロータリーの友・バギオだより 9

月号を郵送しました（9/2） 

●本日、例会終了後理事役員会を行いますので、例

会終了後そのまま ZOOMにてお願いします 

●9月 13日（月）移動例会は中止です。次回は 9月

17日（金）ZOOMとなります 

 また、同日（9/13）東分区 IMは、西野会長・大星

副会長・三橋幹事・継岩会員で出席します 

 当日 ZOOM で視聴可能です。後日 YouTube でも公

開予定です。 

●ヒューストン国際大会（2022 年 6 月 4～8 日）お

知らせ YouTubeをメールしました（9/3） 

 臨海 RC の酒井様 地区国際大会参加推進委員長

としてお話ししています 
 

 
 

■委員会報告 

●ゴルフ幹事 岡田竜司会員 

「15日のゴルフよろしくお願いします。」 
 

 
 

●カウンセラー委員会 飯塚憲貴委員長 

島崎久志会員より島崎グループのカウンセラー

委員会の報告 

「コロナになって以降集まって話し合うことがで

きていなかったこともあり、新入会員の方からは例

会だけではいろいろなことがわからないという率

直な意見を頂いておりましたが、こういう機会があ

り色々なお話ができたので本当によかったと思っ

ております。他のグループのみなさまも個別に集ま

ってお話をしていくことが非常に大事だなと思い

ましたので、私たちも続けていきますし、皆様もど

んどん開催して頂けたらと思います。」 
 

 

 

■9月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日 飯塚正裕会員、二瓶会員、髙橋会員 

●奥様誕生日 間野会員夫人、米井会員夫人 

●結婚記念日 飯塚正裕会員、岡田会員、武井会員 

●「誕生日の歌」は感染予防のため、歌わず手拍子

のみでお願いいたします 

●１分間スピーチ：（髙橋健会員） 

「9月 24日 53歳になるんですけども、学生の頃 53

くらいって’うわー、おじさんだな’って思ってた

んですけども、自分もその年になったんだなと。一

方、この前パラリンピックで金メダル取られた女性

の方が 50 歳で、その方が‘’ゴールの先に栄光が

待ってるから頑張れた゜とおっしゃってたのを聞

いてとても心に響きました。そう考えるといつにな

っても気持ち一つでいろんなことに挑戦できるな

というのを改めて考えさせられたので、53歳になり

ましたけど引き続きいろんなことに挑戦したいと

思います。」 
 

 
 



 

 

 

■出席状況報告：大西聡会員 

⇒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：継岩憲二会員 

(ご意向)田名網さん、継岩さん 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)田名網さん、継岩さん、イニシエーション

スピーチ期待しています！：当クラブ三役 

(ご意向)西野会長、運転ありがとうございました：

栗山会員 

(ご意向)継岩さん、田名網さん、イニシエーション

スピーチ、楽しみにしています：飯塚憲貴

会員 

(ご意向)先日、結婚のお祝いを頂きありがとうござ

いました。1 日でも永く大事に過ごして行

きたいと思います：橋会員 

 

伊藤会員、佐藤会員、北林会員、本島会員 

岩崎会員、髙橋会員、大西会員、継岩会員 

島崎会員、平井会員、坂東会員、二瓶会員 

岡田会員、飯塚正裕会員、清水会員、石田会員 

岸会員 

 

【24 件 76,000円  今年度累計 545,000円】 

 

 
橋豊和親睦委員長 

 

 
大西聡会員 岸哲也会員 平井修二会員 

 

■本日の卓話「イニシエーションスピーチ」 

●当クラブ 会計・国際奉仕委員 田名網一嘉様 

「前回イニシエーションスピーチしたのがロータ

リー発足直後だったと思いますので、随分会員も増

えましたので、また改めて私の生まれからをお話し

したいと思います。 

 生まれたのが墨田区の江東橋です。実家というか

生まれた家があそか病院の目の前で雑貨屋・駄菓子

屋をやってまして、そこで、入院する人にタオル売

ったり、石けん売ったり、あとは近所の子どもに駄

菓子を売ってるようなうちに生まれました。その生

家は今でも残ってます。LOVELESS知ってる人だった

ら、あそこの住所が墨田区江東橋で、僕が生まれた

家も墨田区江東橋なので、近所だなっていうのは分

かると思います。 

 

 
 

 そこに、昭和 44年 10月生まれなので、来月に 52

歳になります。僕、生まれた頃は、大体 50歳ぐらい

だと、もうおじいさんっていう扱いだったんですけ

れども、自分がそんな年になって、もう Tシャツで

ぶらぶらしたり、アイスばくばく食ったりしてるの

を考えると、時代も変わったなと思っております。 

 それで、小さい頃、確か 1歳だか 2歳だか、その

頃には、私の両親が実家を出て、新居を江戸川区に

建てて、そこで親子 3人で住み始めました。今の実

家も、江戸川区の栗山自動車のこの敷地にへばり付

くような感じで建ってるんですが、その 1個前にも、

江戸川区の江戸川 5丁目という二之江小学校とかの

近くに建売買って。まだボットン便所でしたね。ボ

ットン便所で、しかもダイニングのところにトイレ

の戸があってっていう、今考えるととんでもない環

境で育ったなとは思うんですけども。近所の子ども

たちとも、同じような年格好の子どもが多くて、み

んなと仲良く遊んでましたね、あの頃は。 

 特に、近所の家も、どこも戸に鍵なんかかけてる

時代ではなかったので、勝手に上がり込んで遊んだ

りして、特に悪いことするわけでもないんですけど

も。楽しく過ごしてましたが、さすがにダイニング

の真横にボットン便所があるような、両親、嫌だっ

たでしょうね。家を建てまして、それが今、栗山自

動車の敷地にへばり付いている実家であります。そ

こに引っ越したのが小学校 2 年生ですね。小学校 2

年生のときにそこに引っ越して、そこにも同じよう

な年格好の子どもたちがいっぱいいて、仲良くして

頂きました。僕は新参者だったので。そこに栗山パ

スト会長がいて、そのときからのお付き合いなので、

40数年の付き合いになります。 

 学校は江戸川区立の二之江小学校に通っていま

した。ずっと授業中もしゃべって、女の子と遊んで



 

 

 

ばっかりいる子でしたね。それで、楽しく小学校時

代過ごしたんですが、中学校になって、うちの目の

前の道路が学区のちょうど線引きの道路になって

まして、瑞江中学校という平和な学校が目の前にも

あるにもかかわらず、江戸川区立の二之江中学校っ

ていう『北斗の拳』のような荒れた中学校に通うこ

とになりました。 

平和だった小学校とは違って中学校時代は、給食

はまともに出てくることなかったですね。ヤンキー

が給食の時間の前にいろいろ食っちゃったり、授業

中も鬼ごっことかしたり、あとはけんかが多くって、

毎日誰かが血流して。結局、先生たちも精神病んだ

り責任取ったりして、3年間のうちに 4～5人は辞め

ていきましたね。あと、先生の車が自転車置き場に

すっぽりはめられちゃったりとか、あと校庭を車走

り回ったりとかいろいろして、大変な中学校時代だ

ったんですが。僕はそのときは今と違って、水泳部

でぜい肉もなく、筋肉もりもりだったので、特にい

じめられることもなく、楽しく過ごしていました。 

 それで、荒れた中学校なりに無難に 3年間を過ご

して、それで高校は都立の両国高校に行きました。

そこは進学校なので、二之江中学校とは違って、み

んな何々君とか何々さんとかって、名前呼び捨てで

呼ばなかったりっていう、二之江中とは全然違う環

境だったので、僕の育ちが悪いのかもしんないです

けど、あんまり合わなかったですね。二之江中の方

が逆に楽しかったかもしれないですね。高校時代は

友達とマージャンやったり、ぶらぶらしてましたね。

部活も途中でやめてしまって、別に勉強するわけで

もなく過ごしてました。 

 

 
 

大学はぎりぎり浪人することもなく、京都の同志

社大学に受かったので、そこに行きました。当然、

下宿なんですけれども、下宿も特に希望はなかった

ので、安いとこ探していたら、『めぞん一刻』みたい

な感じですね。玄関が一つあって、靴脱いで上がっ

て、共同トイレと共同の炊事場があってっていうと

ころで。そこ、何で決めたかっていうと、応対に出

てくれたそこの家の娘さんがちょっときれいだっ

たので、何かあるかなと思って、そこの下宿に決め

ました。そしたら、どうもそのきれいな人はお嫁さ

んだったので、結局どうこうなるわけでもなくとい

うことだったんですが。でも、そこでの出会った先

輩たちとも、いまだに年賀状のやりとりなんかもし

ていて、いい出会いだったなと思ってます。 

 大学時代に元嫁とサークルで出会って、それで卒

業して結婚したんですが、皆さんご存じの通り、離

婚調停と離婚裁判を経てやっとこさ、もう 5年ぐら

いになるかなに離婚が成立して、長女と次女は僕の

手元にいて、長男は嫁の手元に行くという分割ライ

フになってます。長女は今獨協大学の 4年生で、今

度内定が取れたので、来年度から社会人になります。

次女は上智大学に受かって、今 1年生で通ってます。

リモートの授業もありますけど、普通に学校には通

ったりしてますね。それで長男は、よく分かんない

んですけど、どっか受かったみたいなんですが、一

応浪人して、どっか、もう少し自分の目標の大学を

受けたいというふうにしてますね。 

 大学出て、新卒で入ったのがアメリカの銀行のシ

ティバンクというところで、別に外国の企業に行こ

うとは思わなかったんですけども、たまたま内定出

たので、面白そうだなと思って行きました。3 年ぐ

らい働いたんですが、その頃の僕は何の知識もなか

ったので、このままだと社会に飲み込まれるなと思

ったので、思い切って銀行、新婚 6カ月だったんで

すけども、取りあえず思い切って辞めて、税理士の

勉強するよと言って勉強して。2年間TACに通って、

山田&パートナーズ会計事務所というところに入れ

てもらいました。そこは、そのときは日本で一番大

きな会計事務所だったみたいです。今でも、独立系

で言えば最大手ぐらいの会計事務所なんですけど

も、たまたまそこに入れてもらったので、そこでい

ろんな勉強をして。普通の税務っていうのは、そこ

の会計事務所はやってないんですね。記帳代行とか

っていうのはやらないで、組織再編だとか相続対策

だとかっていうスポット案件だけで食べていくよ

うな、特殊な会計事務所で。監査法人も持っていた

ので、上場会社の監査の業務もあったりして、幅広

い業務をすることができました。今、独立して 17年

になるのかな。今となっては普通の記帳代行の税務

がほとんどなんですけども、いろんな業務に対応で

きるような経験がその時代にできて、よかったなと

思って、今は平和に暮らしています。」 

 

●当クラブ 職業奉仕委員長 継岩憲二様 

「まずは自己紹介からさせて頂きます。氏名が継岩

憲二と申します。継岩という名字、なかなか聞き慣

れない名字だと思いますよね。私もそう思います。

自分なりに調べてみました。そうしますと、全国順

位とかよく分かんないんですけど、全国でおよそ

120 人ぐらいしかいない変わった名字であります。

うちの父親が岡山出身なので、岡山にいるのは分か

ってます。あと、親戚が大阪にもいるので分かって

るんですけど、長崎って全然縁もゆかりもない、そ

こが一番多いってのが、ちょっとびっくりしており

ます。すいません、そんなような変わった名字とい

うことでございます。 



 

 

 

 
  

最終学歴が東洋大学経営学部経営学科卒業になり

ます。僕が卒業した頃はほんと地味な大学で、今は

駅伝で有名で、受験者数とかもすごく増えたという

話ですね。 

 住所、江戸川区鹿骨 2丁目、ライオンハートさん

の並びになります。続きまして家族。妻、年齢非公

表です。ちなみに僕の三つ下ですので、何歳か何と

なく分かるかと思います。長女、一人娘、23歳。今

は就職して、西松屋というところで店長をしており

ます。 

 趣味がゴルフですね。今年のベストスコアが 85に

なります。当面のライバルは西野会長です。 

 

 
 

この人には、この前、不覚にも負けちゃったんです

けど、全然眼中にないので、悔しかったらかかって

こいっていう感じですね。頑張ってください。 

 

もう一つの趣味がマラソンということがありまし

て、友達、マラソン仲間と 7～8年前ぐらいから全国

のフルマラソンとかハーフマラソンを各都道府県、

塗りつぶしていこうというあほな企画をやってお

りまして。その結果が、緑のところが走破したとこ

ろでございます。あと 7県ぐらいですが、コロナ禍

が始まっちゃって、なかなか参加できてないってい

うのが実情です。 

  
マラソン参加するとどんなもんもらえるかってい

うと、誰も喜ばないメダル、これは多分平井さんな

んかもよくご存じかと思います。ほんと要らないっ

すよね。ちなみに自己ベスト、サブ 4 といわれる 4

時間切り、ネットタ

イムで 3 時間 52 分

というのが自分のベ

ストです。ただ、平

井会員はもっと全然

速いということなの

で、機会があったら

ぜひご指導頂けたら

と思っております。

最後のマラソンは去

年の 2 月に京都マラ

ソンというフルマラ

ソン走ったんですけ

ど、2月 16日ってい

うのが多分地区大

会、沖縄、あの前後

どっちかのときだったかなというのが記憶にあり

ます。これ以降、ほとんどマラソン大会っていうの

はどこもやってないっていうのが現実です。 

 会社の紹介をさせて頂きます。会社名、株式会社

ロックオンと申します。設立が平成 21年 4月 6日、

12期目迎えております。本社、江戸川区中葛西 5丁

目です。葛西駅からすぐ近くの小汚いマンションの

1 階を借りてまして、こちらに事務所とあと倉庫、

あとはネット販売用の写真撮影なんかを行ってお

ります。ありがとうございます。 
 

 
 店舗の方の紹介をさせて頂きます。東京新宿の

新宿駅の一つ隣、総武線の大久保駅北口を出て、

こちら、いかにもって感じの買い取り販売のお店



 

 

 

をやらせて頂いております。こういうかわいい女

の子がお出迎えしてくれますので、もしお時間あ

るようでしたら、一度のぞきに来て頂けたらと思

います。 

 

  
 

店内の感じです 

 
 

こういう各種ブランド品のバッグですとか、ジュ

エリー、時計、こういうものを販売しておりま

す。最近はコロナ禍で、買いに来る人もなかなか

いないし、売ってくださる方もだいぶ減ったって

いうのが実情です。 

先ほども申し上げた通り、業務内容っていうの

が、中古ブランド品の買い取ったものをお店で販

売したり、ネットで販売したりとか、同じく貴金

属、ジュエリー、時計とかも買い取りしたり、ネ

ットで販売したり、お店で販売したりしてます。

あと、酒販免許がありますので、お酒の買い取り

と販売をしております。 

 これ、面白い話なんですけれども、ご存じの方

もいると思うんですけど、今手元に、山崎 18年。

あと響の 21年、こういうのがあるんですけれど

も、これ、両方とも定価が 2万 8,000円ぐらいな

んですよね。ただこれ、買い取りが今どれぐらい

あるかっていいますと、響の 21年で、今うちで買

い取りが 6万円。山崎 18年で 9万円という形にな

ってます。なので、定価を超えてかなり高いお値

段で取引されてます。皆さんご存じだと思うんで

すけど、日本のウイスキーっていうのがすごくブ

ームで、中国向けにやっぱり皆さん仕入れるみた

いで、普通のお店じゃなかなか手に入らないって

いうのが実情です。 

 

 
 

それと同じような話なんですけど、今力を入れて

ます時計のお話を少しさせて頂いてもよろしいで

しょうか。ROLEXマラソンっていう言葉があるんで

すけど、ROLEXのスポーツモデルを正規店で購入す

るとかなり儲かりますよっていうお話です。今、

手元に現行のサブマリーナという時計があるんで

すけど、こちら定価が、同じく大体 97万円と緑の

方が 100万円ぐらいですね。これが今、うちでど

れぐらいで買いますかっていう話になると、この

サブマリーナ、大体 160万円。そしてこの緑のサ

ブマリーナ、これが今 200万ぐらいになっており

ます。 

  

 
 

そしてさらに皆さん憧れの的の ROLEXのデイト

ナ、白文字盤ですね。これが定価で 140万弱ぐら

いなんですけれども、皆さん、今、買い取り幾ら

ぐらいだと思いますか。誰かいますか。 

 

雪丸会員 200万。 

 

残念ですね。正解は、うちだと今、390万。なので

皆さん、こうやって利ざやを稼ごうと思って、デ

パートに行って、足しげく「ありますか」なんて

聞くんですけど、実際のところはないんですね。

なんですけど、流通してるっていうことは確かな

ので、諦めないで足しげく通ってれば、見つけら

れるかもしれません。ちなみに私も 3年前ぐらい



 

 

 

に、博多でデイトナ見つけまして、買わせて頂い

て。でもそのときは、デイトナの種類にもよっ

て、人気、不人気のやつがあるんですけど、あん

まり人気がないやつで、30万ぐらいしか儲かりま

せんでした。あと、今年、いとこが高知に遊びに

いったときに、百貨店に入りまして、エクスプロ

ーラーⅡという時計がたまたまあって、80万円ぐ

らいだったと思うんですけど、購入して、これが

120万ぐらいになったので、旅行ついでにぷらっと

百貨店なんか入って、万が一見つかったらお小遣

いにもなるのかななんて思っております。もし時

計欲しい人とか、売りたいとかっていう人、いら

っしゃいましたら、ぜひお声掛けを頂けたらあり

がたいです。以上となります。ありがとうござい

ます。」 

 

■点鐘：西野充英会長 

「田名網さん、継岩さん、卓話ありがとうござい

ました。また皆さん個別で、今のお話で気になる

点などありましたら、個別にお会いしたときに、

ご質問等して頂ければと思いますので、よろしく

お願いします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


