
 

 

 

11 月 19 日の卓話  11 月 5 の出席率  12 月 3 日の卓話  

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 29 名 

 会員欠席者数 9 名 

 本日の出席率 76.31％ 

  

「創立 4周年記念合同例会」 

 

「江戸川区児童相談所について」 

江戸川児童相談所（はあとポート） 

援助課長 上坂かおり様 

「江戸川区の障がい者雇用について」 

 

江戸川区立障害者就労支援センター 

所長 鈴木大樹様 

一般社団法人みんなの就労センター 

事務局長 山下光章様 

2021 年 11 月 19 日［第 77 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 76 回例会報≫ 

2021 年 11 月 5 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：石田清貴会員 
■点鐘：西野充英会長 

■国会斉唱 ソングリーダー：雪丸隆史会員 

■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 
 

 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：西野充英会長 

●ガバナー補佐 荒井知久様（東京江戸川 RC） 

●分区幹事 山本昌之様（東京江戸川 RC） 

●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 

  

■ビジター紹介：間野勉会員 

松原由和様（入会予定者） 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●10/30 東分区献血ロータリーデーご協力お礼と結

果報告（尚、当日の様子は地区の YouTubeをご覧

ください） 

●東分区 IM の YouTube 告知について（11/4 メール

しました） 

●国際大会・ガバナーズランチョンについて（11/4

メールしました） 

●ロータリー財団月間について 
 

   
 

   西野充英会長      雪丸隆史ソングリーダー 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●11月のロータリーレートは１ドル 114円です 

●ロータリーの友 11月号・バギオだより 11月号を

メール BOXに配布しました 



 

 

 

●4/7・8地区大会の記録をメール BOXに配布しまし

た 

●11/19（金）ガバナー公式訪問は延期となりました。

後日日程ご案内します 

●本日、例会終了後理事役員会を行いますので、理

事役員の方 3階「藤菊の間」にお集まりください 
 

 

             
 

（三橋晶幹事）    （司会：石田清貴会員） 

 

■委員会報告 

●親睦活動委員会 橋豊和委員長 

「クリスマス家族忘年会を 12 月 18 日

土曜日 12時～14時で行いますので、よ

ろしくお願いします。」 

 

●社会奉仕委員会 岸哲也委員長 

「先日、社会奉仕フォーラムで社会的養護施設の現

状についてチャイボラさんに卓話をして頂きまし

て、クラウドファンディングのお話があったかと思

います。10月 29日にスタートして、目標金額が 1000

万円、今日 12時現在で、198人の寄付で 410万円ま

でいっております。最終日が

12月 25日土曜日の 23時とな

っておりますので、ご協力よ

ろしくお願いします。ご案内

のチラシを配らせて頂きまし

たが、やり方がわからない方

は伊藤会員が教えて頂けれる

ということなので、聞いて頂

ければと思います。」 
 

 
 

●第 1回釣り大会について 平井修二委員長 

「先日試し釣りに行ってきました。太刀魚とアナウ

ンスしてましたが、残念ながら船宿に電動リールの

リースの在庫がほぼないということで手巻きにな

ってしまい、手巻きだと水深が 75ｍと深くてきつい

と思います。そこで、みなさん

に聞きたいんですけど、今か

らでも変えていいですか。東

京湾はアジが一番かかりやす

いと思うので、これに変えた

いと思いますけども、みなさ

ん賛同して頂けますか（拍手

多数で賛同）」 

 

●ロータリー情報 栗山義広副委員長 

「「家庭集会ですが無事 10 月 18 日を皮切りに、昨

日の葛西で終わりました。今

回は 6 グループに分けて、少

人数で中身の濃い話ができた

のではないかと思っておりま

す。それもこれも、大星副会長

や各リーダーの方々のご協力

のもと、本当にありがとうご

ざいました。」 

 

●親睦活動委員会 岡田竜司ゴルフ幹事 

「2580地区親睦ゴルフ決勝大会、再

来週の 19 日に向けて、来週の 12 日

千葉カントリークラブで練習ラウン

ドを行います。締め切り今日までと

させて頂きたいので、みなさま参加

できる方、後程お声がけください」 

 

■11月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日 橋会員、岸会員 

●奥様誕生日 石田会員夫人 

●結婚記念日 斉藤特別代表、鈴木発起人代表 

栗山会員、大星会員 

●「誕生日の歌」 

●１分間スピーチ：（大星太郎会員） 

「おかげさまで 11月 22日、いい夫婦の日をもちま

して 8回目の結婚記念日を迎えることができました。

妻と息子と娘の 4人で、今のところ仲良くやってお

ります。栗山パスト会長から夫婦はすべての見本だ

から妻を愛しなさいと口を酸っぱく言われており

ます。早く大先輩方のように、家族を愛して妻を愛

してその他も愛すということが実現できるように

なりたいなと思ってます。頑張ります。」 
 

 

 

■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：佐藤太基会員 

(ご意向)本日は宜しくお願い致します： 

    荒井知久様（ガバナー補佐） 



 

 

 

    山本昌之様（分区幹事） 

(ご意向)荒井ガバナー補佐本日の卓話宜しくお願

い致します：斉藤実様 

(東京臨海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)荒井ガバナー補佐本日の卓話宜しくお願

い致します：鈴木孝行様 

(東京臨海 RC・当クラブ発起人代表) 

(ご意向)荒井ガバナー補佐 本日の卓話宜しくお

願い致します！：当クラブ三役 

(ご意向)荒井ガバナー補佐 本日の卓話宜しくお

願い致します：栗山会員 

(ご意向)家庭集会お疲れ様でした。楽しかったです。

来週はゴルフの地区大会決勝、頑張りま

す！：飯塚憲貴会員 

(ご意向) 本日は仕事の関係で参加出来なくてすみ

ません。岩崎さん、坂東さん、瑞江の帝王

感、ありがとうございました！：北林会員 

(ご意向)平井会員 先日は色々と仕事の相談に乗

って頂きありがとうございました。沢山の

アドバイスを教えて頂きとても勉強にな

りました。この知識を武器に更に精進して

参ります。：岩崎会員 

(ご意向)栗山パスト会長、家庭集会開催頂きありが

とうございました！栗山パスト会長の矢

沢永吉、心にしみました：菅会員 

(ご意向)昨日の家庭集会では有意義な時間を過ご

す事が出来ました：間野会員 

 

油井会員、岸会員、伊藤会員、武井会員、髙橋会員 

大西会員、米井会員、島崎会員、石田会員 

継岩会員、清水会員、佐藤会員、岡田会員 

坂東会員、平井会員、福本会員、雪丸会員 

飯塚正裕会員 

 

【30 件 120,000円  今年度累計 1,089,000円】 

 

    
ビジター紹介   出席状況報告 ニコニコ BOX報告 

間野勉会員      大西聡会員    佐藤太基会員 

■本日の卓話 「私のロータリー観」 

ガバナー補佐 荒井知久様 

｢今年度、ガバナー補佐を務めさせて頂いておりま

す、荒井知久でございます。臨海西さんには本当、

先々週のオープン例会では大変お世話になりまし

た。12名のお客様が来たのは、29クラブ行って一番

最高の人数だと思います。また、この人数で入会し

ない方も、もし、今度よければ江戸川さんのほうに

も誘って頂ければと思います。よろしくお願い致し

ます。 

 それでは、私のほうの自己紹介、私のロータリー

観と地区からのお知らせという 3つ入ってますけど、

全部できるかどうかは分からないですけど、時間の

できるかぎりやらして頂きたいと思いますので、よ

ろしくお願い致します。 

 

ガバナー補佐の自己紹介 

私の自己紹介ですね。こ

ちらのほうは私、荒井知久

です。父親エチゾウ、母親

ミエコのもと次男として、

1963 年、昭和 38 年 1 月 7

日に葛西で生まれ育ちま

した。ちょうど、鈴木さん

と先ほどお話したんです

けど、丸々一つ後輩という

ことで。 

 葛西で育ちまして、妻と長男が 24歳の会社員。長

女が大学 4年生、看護大学に通っております。こち

ら、5人が写真写ってるんですけど、4人で写ってる

写真があんまなかったんで。一昨年、ブラジルの女

の子のフェルダンダ・チエという留学生が、7 カ月

間、私の家にホームステイして、家族同様以上にお

付き合いしてたっていう形なんで、この写真を使わ

せて頂きました。 

 続きまして、学歴ですね。私は、あんまり勉強は

好きじゃなかったっていうこともありまして、大学

には行けなかったって形ですかね。地元の福本くん

とはちょっと違うのかな。僕は江戸川区立第二葛西

小学校を卒業し、いとこが行ってたこともありまし

て、千葉の日本大学第一中等学校、第一高等学校を

卒業させてもらいました。 

 小中と野球少年でずっと野球やってました。私立

だったんで、夏に野球が終わってしまうと、サッカ

ー部にそのまんま入れられて、高校は野球もやりた

かったんですけど、頭を丸めることがちょっと苦手

だったんで、そのままサッカー続けて、ゴールキー

パーを 3年間やってきました。 

 趣味としては、皆さんも多いと思いますけど、ゴ

ルフとお酒飲むことと旅行とスポーツ観戦です。今

ではスポーツ観戦が、私の義理の兄が今、浦安の市

長さんをさせて頂いて、その関係で浦安に NTTのラ

グビーのチームがありまして、そのシャイニングア

ークスというチームと、そこのチームの子たちとよ



 

 

 

く食事をしたり、もちろんラグビーを見に行ったり

するような状態で頑張って楽しんでおります。 

 続きまして、職歴なんですけど、高校 2年生のと

きですかね。天皇の料理番という番組がありまして、

実際、天皇の料理番として、秋山徳蔵さんっていう

方がいらっしゃいまして、その方に憧れを抱いたと

いうのもあり、おじが浦安の市長だったんですね。

親子共々おじさんが浦安の市長ということで、おじ

の紹介で、うちの甥っ子を料理人にさせたいという

ことで、その頃の帝国ホテルの総料理長の村上信夫

さんと、そのときの部長さんを紹介頂きました。も

う試験も終わってしまってたので、村上さんからフ

ランス料理やりたいんだったらフランス語の勉強

しろと言われて、神田外国語学院のフランス語学科

でフランス語を学び、上高地の帝国ホテルで皿洗い

から始まって、ウエイター等をさせて頂いて、帝国

ホテルの中にある会員制の BARのゴールデンライオ

ンでもウエイターをさせて頂いて、いろいろ中で料

理の勉強させて頂いたってことでやっておりまし

た。その後、先ほどの村上信夫さんの師匠でありま

す石渡ムッシュさんの息子さんが、横浜でホテルを

総料理長としてオープンするということで、そこで

フランス料理を学び、3 年間やらせて頂きました。

その 3年後には、蒲田ステーションホールでも、先

ほどの帝国ホテルの部長さんの雅叙園時代の同期

の方がいるので、こちらでも 3年間学ばせてもらい

ました。 

その後、料理いろいろ底辺からじゃないですけど、

いろいろランチとかそういう仕事も覚えたいなと

浅草橋のほうにあるレストランで 3年間料理したの

ち、料理人として 10年間学びました。その 10年間

で、お店をやってみたいなっていう気持ちはあった

んですけど、その頃はファミリーレストランがどん

どん数多くできたときなんで、小さな店では負けて

しまうかなっていうところもありまして。いろいろ

友人に相談したところ、せっかく家業の不動産業が

できたんであれば、そちらの仕事をしてからでも、

お店を持つのは遅くはないのではということで不

動産業を学ぶような形で、平成 4年に父の紹介で有

限会社山賀住建というところで、約 2 年半ぐらい、

不動産のいろはも分からないなか勉強させて頂き

ました。 

 続きまして、現状は株式会社荒嘉です。元々、私

どもの荒井家の先祖は、庄屋さんということもあり

まして、代々土地を小作人の方たちに耕して頂いた

りしていたこともありまして。私どもの家号は、嘉

平治という屋号になります。荒井の荒に嘉平治の嘉

をとって荒嘉という会社名をつけました。こちらの

嘉っていうのが、なかなか読みづらいんで、名刺と

かにはだいたいいつもカタカナとかで書いて、皆さ

んに分かるようにしてもらっております。 

 その後、昭和 61 年に父親の婿養子に入ったとい

うこともありまして、元々荒井家ではなかったんで、

その頃、別の会社の役員をしてました。そのときに、

有限会社荒嘉を昭和 61 年 8 月に父エチゾウが設立

し、その後、私は平成 6年 1月に有限会社荒嘉に入

社させて頂き、平成 7年 8月に常務取締役に就任さ

せて頂き、平成 15 年 2 月、本社を今の場所に移転

し株式会社に組織変更致しました。平成 17 年 9 月

に株式会社荒嘉の代表取締役にさせて頂きました。 

 

ロータリー歴について 

 私は、東京江戸川ロータリークラブ。そちらの今

は私の不動産業のオーナーさんになりますが、岡本

紀雄元会長にご紹介を受け、2001 年 9 月 17 日に、

江戸川ロータリークラブに入会させて頂きました。

このときは、私どものクラブも今 42名ですけど、そ

のときは 75名いたんですね。だから、私も今、こう

いう立場になるとは思わなく、ロータリーに来てれ

ばいいかなっていう考えでいたんですけど、いつの

間にか会長もやらされ、こういう役をやらさせて頂

きました。 

 その後、地区のほうでは、あまり僕は活躍してな

いんですけど、2007年-2008年に地区のインターア

クト、2010年-2011年に上野操パストガバナーの下

に、地区の副幹事をさせて頂き、その頃斉藤さんと

かいろいろ皆さんにお世話になりました。そして、

2012 年-2013 年に江戸川ロータリークラブの幹事。

2013年-2014年には同クラブの副会長。このときに

は創立 50 周年記念でしたので、総務委員長という

ことでやらせて頂きました。 
 

   

続いて、2016年-2017年に東京江戸川ロータリーク

ラブ第 53代会長をさせて頂きました。その後、2018

年-2019年創立 55周年記念例会、こちらでも総務委

員長をさせて頂き、その次に、2020年-2021年（去

年）は、東分区の IMの実行副委員長をさせて頂きま

した。その後、2021年-2022年（今年度）第 2580地

区東分区ガバナー補佐を皆さんと一緒にやらせて

頂いております。 

 

病気について 

 こちら、病気いっぱい罹ったんですけど、私は病

気のデパートじゃないですけどいっぱい病気しま

した。2010年に未破裂脳動脈瘤。こちらは、くも膜

下出血の一歩手前でなんとか助かったって感じで。

このときには、皆さんお乗りになったことないと思

うんですけど、僕はドクターヘリに 2回も乗りまし

た。ゴルフ場で、このパターを打ったら切れちゃう



 

 

 

んじゃないかってことでやめたら、クラブハウスに

戻ったところで心臓がバクバクしてきて、血圧が

250、260ぐらいになってしまって。救急隊員が慌て

てて。2 回ともそれで、そこから救急車で行き、そ

の近くのところまでヘリが降りてきてこられて、そ

こから、北総病院に 2回運ばれたこともありまして、

僕、太平カントリーが自分のクラブのメンバーなん

ですけど、そこでは、ドクターヘリの荒井さんとい

うことですごい有名になっております。 

 その後、2013年には腰椎椎間板ヘルニア。こちら

は、旅行で遊びに行ってまして。隣にいるお客さん

のラーメンをこぼされて、背中から落っこってしま

ってつぶれて、そのまま親指が上がらなくなってし

まったので、ヘルニアの手術。 

 その後 2016 年の 2 月には、ゴルフで大好きだっ

たんですけど、ボールが拾えなくなったんで、いっ

そ手術しようということで。両足人工の股関節の置

換術をしました。その後、会長年度のときにベル麻

痺といいまして、片方ずつ顔面の神経痛になっちゃ

いまして。これは、臨海さんの田村さんにご紹介を

受けて、中国針でなんとか治りました。 
 

 
 

 最後に、今年 2021年コロナウイルスの感染。ほん

とに皆さんには罹ってほしくない病気です。こちら

は、もうどうしていいか分からないぐらいほんと大

変で苦労しました。私のほんの気の緩みから、仕事

関係の仲間とゴルフも大好きだったんで、ゴルフ旅

行に行ってしまいまして。会食のときに多分うつっ

てしまったのかなというのが原因だと思います。ほ

んとに 1週間ぐらい前からちょっと熱があって 1回

行って、2 回目にまだ熱があるんで、病院に行って

レントゲン撮ったときは異常なかったんですけど。

念のために血液採ろうということで採ったんです。

採った次の日にすぐ電話かかってきて、かなり内臓

の数値が悪いから大きい病院で PCRやった方がいい

よっていうことで、PCR の検査したところ、すぐに

陽性ですっていうことで頂いて。そのときには、ほ

んとにびっくりしました。 

その後、今日来てる福本さんには、いろいろ助け

になりました。ありがとうございました。保健所と

も連絡がつかなかったんで、福本さんにいろいろお

願いして、なんとか保健所と連絡が取れて、ちょっ

と助かったかなと思ったんですけど、その後も、2時

間もしないうちに、僕たまたまパルスオキシメータ

ーを持ってて。その数値が普通はだいたい 95 以上

なんだと思うんですけど、90前半なり、80台になっ

て。その後僕は 77、8になってしまいました。ほん

と苦しくてどうしようもなくて、慌てて保健所に電

話したら、すぐ救急車を要請してくれっていうこと

で。たまたまよかったのは、この近くの墨東病院さ

んに運ばれて。あそこはコロナ病棟がしっかりして

て、すぐ皆さんが一生懸命やって頂いてなんとか。

ECMOのほんと一歩手前だったみたいです。 

 人工呼吸器を装着されて約 1カ月近くそこで入院

しましたかね。2～3週間はほとんど意識っていうか

記憶がありません。多分、記憶がないっていうか寝

かされてたんでしょうね。3 週間、うちの妻はその

4月 30日にかかったんですけど、5月 3日ぐらいに

電話あったときは、この１週間が山だからというこ

とで、もしかしたら死んでたかもしれないって。危

なかったということで、ほんと苦しい思いもして、

人口呼吸器取れた後も、背中付けて寝れない状態。

要は、息は吸えるんですけど吐けない。子供のよく

伸ばすピロピロみたいのあるじゃないですか。あれ

をやるんですけど、吸えるんですけど吐けないんで

すね。ずっと、その苦しい状態で。レントゲンも見

させてもらったんですけど。墨東さんにいるときは

肺が、両方真っ白でした。その後、リハビリの森山

さん行ったとき、多少はこの白いところは薄くなっ

たんですけど、リハビリするためには歩きなさいと

いうことで。その頃は、一応痩せたんですね。ただ、

食べないで痩せるってことはすぐ戻っちゃいます

よねってことで。今、ほんとこの状態に戻ってしま

いました。 

 今、僕の方は髪の毛が後遺症で抜けたり、倦怠感

があったんですけど、多少これぐらいで済んだんで

すけど、うちの娘がうつってしまいまして。看護大

学行ってたこともありまして、私がなったとき目の

前でいろいろ処置してくれたんで、娘だけうつって

しまって、いまだに後遺症なんですね。いまだに味

覚、臭覚障害。頭痛、体に電気が走る痛み、背中に

なんか重りを背負ってる状態で。娘にはほんと申し

訳ないなと考えております。今でも耳鼻科行ったり、

ペインクリニック行ったり、漢方薬やったり。あと

は、オゾン治療とか針治療とかやったんですけど、

なかなか結果が出ません。ただ、今、小平にありま

す、国立精神神経医療研究センターっていう病院が

ありまして、ここ、研究所みたいなところなんです

けど。そこの先生が厚労省と一生懸命やってくれて

いるので、先生たちもまだ、どういう治療をしてい

いか分からない状態なんですけど。2 週間にいっぺ

ん私も一緒に行ってるんですけど、そこで、コロナ

後遺症の外来というところで、先生と一緒に症状が

治るように一生懸命に努力してる状態です。 

 こちらの皆さまたちには、お子さんやお孫さんが

いる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ワクチン受



 

 

 

けることができるのであれば、必ず受けて欲しいと

思います。体験した中から苦しい思いをしたので、

ぜひ受けて頂きたいと思います。 

 

江戸川ロータリークラブについて 

 江戸川ロータリークラブの中でこちらの写真は、

私どもチャーターメンバーで大澤恒也会員ってい

う方の 100歳のお祝いです。ずっと現役でいらっし

ゃって、会費は、通常の会費は払わないでクラブ基

金という形で毎年お金出して頂いて。僕らがお祝い

しようって言ったときに 100歳のお祝いだから、多

分 99 歳でいいと思ってお話をしたら、嫌だと言わ

れて。僕は満 100歳でお祝いをして欲しいというこ

とで、帝国ホテルのトゥールダルジャンを貸し切っ

て、江戸川ロータリーと、東江戸川ロータリークラ

ブの元会長さんを皆さん呼んで頂いて。会費は 1万

円だったんですけど、中に商品券をいっぱい入れて

頂いたり、お土産いっぱい頂いたりして、全然ほん

と自分が自分のために行った 100歳のお祝いでした。 
 

 

 国際大会に何回か私も行かせて頂きましたけど、

一番印象に残ってるのは、2009年 6月にイギリスの

バーミンガムで行われた世界大会です。なぜかと言

いますと、私どもの仲間のゴルフ関係の方に、せっ

かくイギリスに行くんであれば、セント・アンドリ

ュースに行きたいと私が我がままを言いまして。セ

ント・アンドリュースが取れるんだったら、僕行き

ますよと冗談で言ってしまったら、ゴルフ関係の方

なんでほんとに取って頂いちゃって。 

ここではクラブハウスの前で写真を撮ったり、ホ

テルにももちろん泊まったんですけど。この右のほ

うの写真は 1人に 1人キャディーさんに担いで頂い

て。どこ打っていいか分かんないんで、そういうと

ころだったんで。この中でも行った方もいらっしゃ

ると思うんですけど、セント・アンドリュースは 4

コースありまして。その中で我々は、全英オープン

を行うオールドコースと、あともう 1個、ジュビリ

ーコースというところを回らせて頂きました。その

中でも、左のほうが多分世界で一番小さな有名な橋

ですね。17 番と 18 番に行く橋、ここでも記念写真

を撮って。次の写真は先ほどのクラブハウスに R&A

っていう世界のゴルフの規則を作る組織がありま

して、その中も入れて頂きまして、これは、J オー

プンのトロフィーです。あと、ジャック・ニクラス

のクラブとか昔の有名な方のクラブがすごいたく

さんあって、本来、写真撮っちゃいけないって言わ

れたんですけど、館長がちょうど来られて、いいよ

って言われて普通に撮らせて頂きました。そのとき

に、その日のスタート表も飾ってあったんで、外し

だして持っていきなって言われて、カラーコピーと

って行ったメンバー皆さんに共有したり、すごい思

い出になりました。 

 私の入ってる江戸川

ロータリークラブは、姉

妹クラブが 4 つありま

す。台湾の台北東ロータ

リークラブ、アメリカに

あるサンフランシスコ

のバーリンゲイムロー

タリークラブ、韓国の

セ・ソウルロータリーク

ラブ、そして、日本では

いわきの勿来ロータリ

ークラブ。いわきさんの

方は震災後、私どもの 50 周年から結ばせて頂きま

した。右の写真は多分皆さんも行ったことあるとこ

ろですね。十分（シーフェン）ってところで、ラン

タンに願い事を書いて飛ばすっていう先祖のご加

護を祈ることから始まった台湾の伝統的な行事だ

そうです。 
 

 
 

サンフランシスコと言ったら、

ケーブルカーかなというところ

で、ケーブルカーの前で記念撮影

したところです。 

韓国のセ・ソウルロータリーク

ラブ、私と同期のハ会長とのお写

真になります。 

江戸川ロータリークラブは会長を励ます会とい

うのを毎年会長になるときにやって頂いて、ここ 2



 

 

 

年は行ってないですが、会長メインで皆さんで励ま

してくださいっていうことで行っています。結局、

花代とかは全部自分で持つんですけど。そういった

伝統的な江戸川の行事です。 

 さっき釣りのお話出てましたけど、私どもの方も

釣り同好会っていう釣った魚を食べる会っていう

のがありまして、年に 2 度か 3 度行います。ただ、

釣る方がだいたい 2名か 3名しかいないんで、僕ら

食べる飲む専門なんで。そういった会が楽しく奥さ

ま含めてやっております。 
 

 
 

インターアクトについて 

 サンフランシスコのバーリンゲイムロータリー

クラブと短期で交換留学生をしようということで、

今まで 5 回やって、2 年できなかったんですけど。

私どもは関東第一高等学校さんの子たちの面倒を

見て、インターアクトクラブ、インターナショナル

クラブの中から 4 名。4 名の方をサンフランシスコ

に一緒に行って短期で少し学んで頂いて、その代わ

り、こちら帰って来たら、ホームステイで預かって

頂くっていう形でやっております。その旅費だけで

も、行くだけで先生連れて 100万かかっちゃうんで

す。だから、先ほどのニコニコも、我々は半強制的

にとられたりね。そういったクラブでございます。     

ロータリーの方がこちらへ来ると、ロータリーの

方が暇になってしまうんで、その子たちは京都連れ

てったり、どっかいろいろ、草津連れてったりそう

いうこともしなくちゃいけないっていうことで。

我々行ったときもあっちでゴルフとかいろいろや

らしてもらうんですけど。 

 

ホームステイについて 

私はホームステイで青少年交換学生を 3名預かっ

て、米山奨学生を 1 名をカウンセラー致しました。

最初の方が 2007 年-2008 年。この子は、僕は 3 カ

月。1年来た中の 3カ月。ハンガリーのフルジナ カ

トナさんが私の家にホームステイで参りました。こ

のときは、多分八景島かなんか行ったときだと思い

ます。 

 その次の写真がこちらは、先ほどの関東第一の生

徒さんたちがバーリンゲイムの消防署。右の写真の

が私の家に最初のときのホームステイに来たラリ

ーサ クエンさん。彼女を 10日間預かって、その次

の年にサンフランシスコに私の娘も一緒に行って。

たった 10日間しか預からなかったんですけど、1年

ぶりに会うとすごい親密な関係になれるなってい

う感じで、今でもいろいろやりとりはしてるみたい

です。このときは、サンフランシスコジャイアンツ

の応援に行って、日本の野球も面白いけど、多分行

った方は分かると思いますけど、手拍子、足拍子で

応援する、ああいう野球ってすごい楽しいなってい

うのがありましたね。 

 続きまして、米山奨学生。カウンセラーとして。

中国の方で、ショウイチゼンさん、彼女はほんとに

日本語も上手でした。今は、ご主人も中国の方なん

ですけど、日本で就職して働いております。 

 一番最後、先ほどご説明したんですけど、2018年

-19 年、フェルナンダ チエ クボタさん。クォータ

ーです。彼女は 7カ月うちにいたっていうこともあ

りまして、ブラジルなんで真反対なんで雪も見たこ

とないっていうことで、スキーに行ったり、沖縄連

れてってあげたり、いろいろ楽しい思いをさせてあ

げて。最後、誕生日が帰るちょっと間際で何したい

って聞いたら、手巻き寿司やりたいっていうことで

豊洲に行って、豊洲には私の知り合いがいっぱいい

るんで、いろいろ材料もらってやりました。ただ来

た子たちがインターナショナルで、彼女はブラジル

なんですけど、その他にベルギー、メキシコ、アメ

リカ、カナダ、ドイツ、スロバキア、フィンランド

とインターナショナルで。でも、彼女たちはすごい

なと思ったのは、バイリンガルになれるって言った

ら、いや、私たちはトリリンガル以上だと。母国語

しゃべって日本語しゃべって、それ以外の言葉がし

ゃべれると。ほとんどの方がそういう形でしゃべり

ました。ほんと勉強されてる方が多くて、頭のいい

方たちが多いなと思う。 

 もし、機会があったら、こういった交換留学生の

方を預かって、家族の方の考え方も少し変わってい

く。最初、嫌だなと、僕もほんと嫌で、押し付けら

れたっていう言い方は失礼ですけど、ちょっとどう

なんだろう。預かったらどうなんだろうと思ったけ

ど、最後の方なんか帰るまでに寂しい思いしました。

なんか、うちの子がどっか行っちゃうっていう感じ

で、すごい寂しい思いしたなってところはありまし

た。 
 



 

 

 

 
地区からのお知らせ 

今回の若林ガバナーの大きな目標ですね。こちら

の 5項目。世界で、日本で、地域で良いことをしよ

うということで、 

① 新型コロナウイルスに困っている人々を支援し

よう 

② ポリオ根絶に向けて頑張ろう 

③ 元気なクラブになろう 

④ 会員増強、クラブ拡大をする覚悟を持とう 

⑤ ロータリーの公共イメージをアップさせよう 

会員増強、クラブ拡大っていうのは、こないだの

オープン例会でも臨海西さんの方ではすごいなっ

てほんとに感動しました。一人一人のスピーチに関

しても、真似させて頂きたいと。我々もクラブに帰

ってやらせて頂きたいなっていうのがありました。

コロナで困ってる人はもちろんですけど、こちらの

方は、マスクとフェイスシールドの寄付とか、医療

現場で困ってることをいろいろ支援しようという

ことで行っております。 

 ポリオに向けて頑張ろうっていうことで、10月 18

日から 1週間。トレインジャックで、JR各線、山手

線以外の女性専用車両に、ポリオの撲滅をしようと

いうプロジェクトを行いました。これ、1 週間、山

手線以外の JR 東日本の各線に 1 週間載っけさせて

頂きました。 

 そのときに東京駅から有楽町まで歩いて、こうい

った行事をさせて頂きました。ポリオに関しては、

若林ガバナーの麴町ロータリークラブさんは、山田

彝さんと峰英二さんという方が、日本初のポリオ根

絶をスタートした方で、その方がいらっしゃったク

ラブということで、若林ガバナー、今年ほんと撲滅

しようと頑張っております。今年、寄付が今までよ

りもちょっと多くなったと思うんですけど、申し訳

ないんですけど、今まで 230ドルだったんですけど、

今回、ポリオ撲滅で 50ドル上乗せして、できれば寄

付を 280 ドルお願いしたいなと思っておりまして。

今回、ビル・ゲイツ財団が今まではロータリーと同

等の金額をお出ししてたんですけど、今年からロー

タリーの倍を拠出して頂いて、それで、ポリオの撲

滅をしよう。まだ、アフガニスタンとパキスタンの

2 カ国が残ってますから。アフガニスタンは今年は

今の情勢だと厳しいなっていうところはあると思

うんですけど。できれば 1人でもポリオをなくして、

世界からポリオをなくそうっていうのが今、世界の

目標なので、ぜひご協力頂ければと思います。 

 こちらのクラブ来て元気なクラブになろうって

私が言うのは失礼だと思うので、その次の会員増強

等は省かせて頂きたいと思います。 

ロータリーの公共イメージ。これが、前回行った

オープン例会ですね。こちらの方は、臨海西さんは

もう終わりましたので、こちらの方は終わらせて頂

きたいと思います。 

 私どものロータリーの希望の風奨学金っていう

のがあるんですけど、上野ガバナーがちょうど東日

本大震災が起きたときに、保護者の方、片親もしく

は両親亡くなった方たちの短大、四大と専門学校の

授業料をお支払いしますということで奨学金出し

ております。こちらの奨学金に関しては、将来、奨

学金っていうとお金返すんですけど、こちらの奨学

金はお金返さなくていいです。その代わり、お子さ

んたちに、将来の子どもたちにボランティアをして

くださいっていうのが条件なんです。この希望の風

奨学金っていうのは 2011年に始まり 22年間続けま

しょうということで、今 10 年経ちました。あと 12

年まだ行いたいということで。先ほど、台湾の留学

生とかがいっぱい来られて、台湾の方たちから一番

支援金が集まりました。親日の方たちが多いんで、

日本の方たちより台湾の方たちが、すごい大きな金

額を出して頂いて。我々も日本で起きたことなんで

将来の子どもたちのためにできれば協力して頂き

たいこともありまして、ぜひ、ここでは申し訳ない

んですけど、少しでも協力して頂ければと思います

んで、よろしくお願い致します。 

 そろそろお時間になりましたんで、終わらせて頂

きたいと思います。ほんと、つたない話でしたがご

清聴ありがとうございました。今後とも臨海西ロー

タリークラブさん頑張って頂ければと思います。あ

りがとうございました。｣ 

 

■点鐘：西野充英会長 

 

秋の家庭集会報告（新小岩グループＡ） 

日時 2021年 10月 18日（月）18:00～ 

会場 千照庵 

リーダー 武井隆光  

参加者：西野会長・継岩会員・大西会員 

栗山会員・清水会員 

（6名・敬称略） 

■質問事項 

①ロータリーに入ってよかったこと、勉強になっ

たことは 

②ロータリーに入って変わったことは 

③ロータリーに入会させたい人はいます 

 

【西野会長】 



 

 

 

①知り合いを広めることによって奉仕の機会を作

れること 

ニュースだけでは知れない、現実を知ることがで

きる 

知った気になっている業種の悩みや課題を知るこ

とが多くある 

「機会を与えられた」そのことが感謝 

チャーターメンバーは同志 

腹割った話ができる 

自身の上限、殻を割ってくれる 

【武井会員】 

コロナに感染した話 

①知り合いが増えて普段から相談できる人が確実

に増える 

時には強引に誘ってくれるメンバーがいる 

色々な体験ができることが素晴らしい 

インターネットで出会えるが、それとは別次元 

②出不精だった自分が外に出られるようになった

こと 

今までは、出る出ないを自身で選択していたけれど 

興味がないことだとしても、結局後から大事だった

と気づいた 

③今はまだ誘える相手がいない 

【大西会員】 

①（この歳になって）新しい人と出会える 

代表のスピーチが新鮮、社内では聞けないことも多

い 

②変わったことはあまり記憶にないが、変わったほ

うが良いという気持ちが強い 

ロータリアンになるためには何をすればよいのか

悩んでいる 

③入会してほしい人はなかなかいない 

適合する人が難しい 

同年代は失敗している人が多い 

【栗山会員】 

①良い人間性の人と出会えたこと 

【継岩会員】 

①学生時代から人前で話しをしたことが無かった

が、話をする機会を得た 

話をすることが心地よいという気持ちになってき

た 

活動を通して成し遂げるということで成長を実感・

体感できた 

今後の役割を果たしたいという気持ちが出てきて

いる 

奉仕活動をしたいと漠然と思っていたが、どうやっ

てできるのかが分からなかった 

社会弱者の人たちに寄付をする機会を知ることが

できた 

今後も若い世代の貢献をしたいと思っています 

②例会に参加する時間があるのか不安だったが、意

外とできるようになった 

ロータリーを優先することができるようになって

きた 

時間の調整をする様になった 

③半田さん（同友会） 

【清水会員】 

①チャイラボに皆さんがご協力頂いたこと 

社会の縮図というのが違う面で見られたこと 

江戸川の皆さんの支援がうらやましい（江東ロータ

リーが気になる） 

②仕事で結果を出したい 

平井さんに事業再構築補助金を教えていただいた

こと 

③対象者はいない 

 

秋の家庭集会報告（新小岩グループＢ） 

日時 2021年 10月 18日（月）18:00～ 

会場 千照庵 

リーダー 伊藤宏之 

参加者：大星副会長・三橋幹事・岸会員 

二瓶会員・米井会員・田名網会員 

（7名・敬称略） 

【二瓶会員】 

ロータリーに入って、何のために生きているのか、

誰かのためになっているのかなどを考えるように

なった。 

家庭集会やカウンセラー委員会の会合を重ねる毎

により深くメンバーと交わることとなり、顔馴染み

レベルではないメンバーとロータリーの意義を更

に深く考えるようになった。 

 

【大星副会長】 

ロータリーに入って、奉仕の機会をもらえたことが

よかった。 

以前から社会奉仕をしたいと思っていたのだが、ど

のようにしたらいいか分からずにいたところ、ロー

タリーに入って、らいおんはーとやチャイボラなど

への奉仕というやりがいのある機会をいただけた。 

また、自分の寄付や奉仕でちょっとだけでも世の中

がよくなっているということが実感できるのがう

れしく感じる。 

ロータリーに入って、親クラブや自クラブその他の

クラブの例会等で話し上手の人の卓話や挨拶を聞

く機会を得て、自分の話し方の勉強になっている。 

 

【岸会員】 

ロータリーに入って、友達やこれから友達になれそ

うな人が増えたことがよかった。 

真面目な人もいるし、少しおちゃらけた人もいるし、

自分とは別の職業の人もいるということで、幅広く

人脈が広がることが有難い。 

また、異業種の知識や話に触れることでとても勉強

になっている。 

 

【三橋幹事】 

ロータリー以前は浦安の青年会議所に所属してい

たが青年会議所時代は自分が若かったこともあり、



 

 

 

奉仕をしたいという気持ちはそれほど強くなかっ

た。 

しかし、自分の事業が大変になった経験や年齢を重

ねたことで奉仕をしたいという気持ちが強くなっ

たところでロータリーに入って奉仕の機会を得る

ことができてよかった。 

また、ロータリアンの経営者に会うことによって、

自分が経営者の仕事を従業員にさせてしてしまっ

ていたことなど横着をしていたことに気づかされ

ることがあり勉強になった。 

 

【米井会員】 

ロータリーに入ってまだ４カ月なので、名前を覚え

るので精いっぱい。 

まだ話したことがない人も半数以上だが、仲間が増

えることや異業種の人との交流で勉強になると聞

いて入ろうと思ったので、楽しみにしている。 

入会して以来、ズーム例会が多かったのだがゴルフ

やカウンセラー委員会のような少数の集まりで仲

良くなれた人もいるので今後に期待している。 

 

【田名網会員】 

ロータリーに入って仲間が増えたことがよかった。 

1 人で事務所を経営しているので、上司も部下も同

僚もいないので、一緒に食事したり飲みに行ったり

する仲間ができることがロータリーの最大のいい

ところ。 

また、異業種の話を聞く機会やチャイボラなどの社

会福祉団体の実情を聞く機会が多いので、まだまだ

知らないことが無尽蔵にあるのだと今更ながら気

づかされ勉強になっている。 

 

【伊藤会員】 

ロータリー以前に異業種交流会などに数回参加し

たことがあったが、どうも雰囲気が好きになれなか

ったので入会したことはなかった。 

斉藤実特別代表に入会を勧められ 45 歳でロータリ

ーに入った。 

子育てコストを負担してこなかった（子どもがいな

い）が、チャイボラ紹介ビデオを製作するなどチャ

イボラに関わったことで、自分が直接携わらなくて

も間接的に支援できる機会を得られたことがうれ

しかった。 

また、ロータリーには士業の会員が多数いるので心

強い。 

様々な経営者に会えたので勉強になったし、自分の

デザインの仕事のアイデアの種にもなった。 

 

秋の家庭集会報告（本八幡グループＣ） 

日時 2021年 10月 25日（月）18:00～ 

会場 旬鮮料理 とみ山 

リーダー 佐藤太基 

参加者：三橋幹事・栗山会員・平井会員 

金森会員・橋会員 

（6名・敬称略） 

【栗山会員】 

①家庭集会の目的は、普段は話をしない人とも親睦

を深める機会であり、ロータリークラブを発展させ

るヒントになる 

②常に世の為、人の為になるように行動するように

なった 

【三橋幹事】 

①異業種の人達に出会えた 

②常に世の為、人の為になるように行動するように

なった 

【平井会員】 

①他人に喜んでもらうことが、こんなにも嬉しいこ

となのかを知る機会となった 

②奥さんを大事にしないといけない。トップになら

ず支える様になる 

③今はいない 

【橋会員】 

①知り合いを広めることができ、人前でスピーチす

る機会ができた 

時間のマネージメントをするようになった（例会等

にはギリギリではなく 30分前に) 

②人が考えている事の先を読める様になりたい 

③今後は、北出さんを入会させたい 

【金森会員】 

①入会がコロナ渦だったこともあり、他の会員との

交流が不足していたこともあり、ロータリー活動の

よさがまだわからないところもあった。今後は言葉

を交わす機会を増やして行動で示していきたい。 

②入会してすぐに zoom になったので、これから出

席率をあげて他の会員との交流を増やしたい 

【佐藤会員】 

①鈴木代表、栗山会長等、会社を大きく発展させて

いった方々の話を聞ける機会がある事 

②入会当初は欠席が多かったが、ロータリー活動が

会社を発展させる大事な機会に繋がる 

可能性があることに気づき、まずは例会に出席する

ことから始めている。出席率をあげたい 

奥さんを幸せにしたい 

③今はいない 

 

秋の家庭集会報告（本八幡グループＤ） 

日時 2021年 10月 25日（月）18:00～ 

会場 旬鮮料理 とみ山 

リーダー 坂東裕樹 

参加者：西野会長・大星副会長・油井会員 

    飯塚正裕会員・岩本会員・石田会員 

（7名・敬称略） 

【坂東会員】 

①奉仕の仕方、意義を知ることができた。 

②今までは自社内のことを考えることが中心だっ

たが、他を知ることで意識が変わった 

③数年後に入れたい人はいる 

【飯塚正裕会員】 



 

 

 

①コロナの自粛期間中は他の人とのつながりが止

まったが、当クラブは ZOOM定例会も開催されて、メ

ンバーとのかかわり が持てて安心感につながった 

②諸先輩方から学ぶことで、自らの行動や立ち振る

舞いも改めることができてきている 。 

例会の週報作成もあり、人の話しをまじめに聞くよ

うになった 

③釣り糸を垂らして釣り上げます！ 

【石田会員】 

①ビジネスや社会奉仕への取り組み方を学ぶこと

ができる 

奉仕の具体的事例を知ることができる 

②自らの立ち振る舞い 方などへの 意識が変わっ

てきています 

③探します！ 

【大星副会長】 

①以前所属していた異業種交流会 BNI よりランク

が上の素晴らしい仲間がいる！ 

奉仕の具体的事例を知ることができる 

②諸先輩方を見て、自らの立ち振る舞い、意識が変

わってきている。 

③探します！ 

【岩本会員】 

①メンバーともキャンプなども通じて質の高い人

脈が増えてきた 

②これから変わっていきそうです 

③これから探します！ 

【油井会員】 

①他業種にわたる色々な方々の体験談などが聞け

て活かせる。仲間が増えた。 

②視野が広がった 

③甥っ子（新しいクラブ？） 

【西野会長】 

①他業種にわたる人脈・仲間が増えた。チームワー

クの大切さを学べる。 

②皆さまのおかげ 様で、刺激も受けて、独立しまし

た！ 

③時期を見て、ビジター参加いただいた青沼さん 

 

 

秋の家庭集会報告（葛西グループＥ） 

日時 2021年 11月 4日（木）18:00～ 

会場 和食割烹 ぎん 

リーダー 岡田竜司 

参加者：西野会長・三橋幹事・北林会員 

    島崎会員・菅会員・岩崎会員 

（7名・敬称略） 

【三橋幹事】 

①ロータリーに入会した事で沢山の業種の経営者

に会える事が楽しみであり喜び。他業種の 会社と

の付き合いにより自事業にもプラスになっている。

今年度から 3 役の幹事に就任して数か月が経過す

るが、より一層周囲への気配りができるようになっ

た。 

②幹事になって例会への出席時間が早くなったの

で時間調整ができるようになった。 

③江英会でもお世話になっている塗装屋の社長の

息子さん 。 

【北林会員】 

①理想の経営者を目指して近づく為に BNI に入会

しましたが、自分的には得るものが少なかったので、

高みを目指しロータリーに入会しました。栗山パス

ト会長に誘われて夢が広がり感謝しています。栗山

パスト会長には色々と悩みがある時に 相談をして

いて、日々勉強になっている。 

②シャンパンを開ける事。派手なお酒を飲むように

なった事で反省することも多々ある。 

③オープン例会にも参加して頂いた社労士の方々。 

【西野会長】 

①5 年前の 2017 年に入会して日々刺激を受けて成

長させてもらっている。自分の人生にこのままでい

いのかと悩んでいる時に、若手の経営者とのたくさ

んの出会いがあり、学びの中で刺激をもらい独立を

考えるきっかけを与えてもらった。色々な業種の方

にお世話になっていてクラブ内で簡潔できる事。 

②奉仕活動を初めて実施することによりやらなく

ていい事をやる意識に変わり、無償の心で出来るこ

とをやる事に意義があると思う。 

③オープン例会にも参加して頂いた運送業の部長 

【岩崎会員】 

①たくさんの経営者との出会いにより 、 自分にな

い価値観や知識等を頂ける事が喜びのひとつ。他業

種の経営者の言葉は貴重であり、たくさんのアドバ

イスを頂ける環境が自分を成長させてもらってい

ることに感謝している。 

②謙虚さを身に付けることができた。ロータリーに

入会する前は自分の世界しか見えない程視野が狭

く、井の中の蛙状態でした。小さな成 功で調子に乗

っていたのですが、ロータリーに入会してからは本

物の成功者と出会い、自分の愚かさに気づき改心し

ている。 

③今のところはいません。自分自身がロータリーを

学んでから声をかけていきたい。 

【島崎会員】 

①お客様でありすごく尊敬できる経営者がたくさ

んいて何かを成し遂げた人が多いクラブだと思う。

自分がたまたまのご縁で入会できた事が良かった

事 

②利益について曖昧であったが、何のための利益な

のかを深く考えることができた。具体的なイメージ

ができるようになり、社会に還元するその先が見え

てきて、自事業にもプラスになることに気づいた。

入会前はトップに立つ自覚が低かったが会社を引

っ張って社員につないでいく意識が芽生えた。 

③顧問先の発展途上の会社は複数いますが、タイミ

ングがあると思う。具体的な 話はまだできていな

い。 

【菅会員】 



 

 

 

①三橋幹事に誘われて大先輩方と一同に知り合え

る貴重な経験をさせてもらっている。たくさんの経

営者の方々との会食や例会で礼儀作法も学び教わ

っている。会員の方々にもたくさんお店を利用して

頂き感謝しています。 

②同世代の知り合い達には刺激が無く、ロータリー

に入会した事で目指す成功者としての勉強を教わ

りモチベーションが上がっている。 

③オープン例会にも参加して頂いたスーツ仕立て

専門の熊倉さん。ロータリーはスーツ着用だから需

要があると思うし、クラブ内にもスーツを扱う会社

がいないのでメリットがあると思う。但し年会費が

高いのと、江戸川区の場所が遠いのがデメリットで

ある。無理やりではなく、時間をかけて呼んでいき

たい。 

【岡田会員】 

①入会したきっかけは飯塚パスト会長からの誘い

でゴミ拾いとか江戸川区の為に 貢献できることを

知って自分に合っていると思い入会しました。自分

には昔から欲がなくて、お金を使うことが少ないの

で地域に貢献したい。お金、洋服、食事に興味ない

分、奉仕活動に興味を感じる。職業奉仕という活動

に驚きびっくりした。 

②前職のダンサーのお仕事では夢中になっていた

のですが、将来を見据えて転職を決意。仕事をしな

がら生活をしているが、モチベーションを上げるこ

とが出来ずにこのままではダメだと思い、行動に移

したのがロータリー活動でした。ロータリー はす

ごい人たちが多く刺激になり、勉強の連続です。 

③入会者は今はいないが、これからたくさん紹介し

たい。知り合いの経営者が江戸川区から遠い人達が

多いですが、なるべく誘いたい。ロータリーに経営

者はみんな入った方がいいと思う。 

 

秋の家庭集会報告（葛西グループＦ） 

日時 2021年 11月 4日（木）18:00～ 

会場 和食割烹 ぎん 

リーダー 髙橋健 

参加者：大星副会長・栗山会員・飯塚憲貴会員 

    間野会員・雪丸会員・本島会員 

（7名・敬称略） 

【間野会員】 

①運送業の周りがほとんど中、異業種の人と知り合

えてよかった幅が広がった 

チャイボラ等知ることができた、卓話を通していろ

んなことが勉強になった 

②いろんなことに興味を持つことができている。 

時間を無理してでも作ることで時間の使い方がう

まくなった、部下に仕事振ったり、部下の成長にも

つながっている。 

③います。オープン例会にも連れてきたが、ほかに

も何人かいる。 

【雪丸会員】 

 

①ロータリーは楽しい。仲間ができた。 

目上の人に対しての対応を意識することができた。 

②やる気に満ち溢れている。刺激になる。より前向

きになった。例えば岩崎さんが駐車場で会った際ゲ

レンデに乗っていた。そうゆうのみて野心が芽生え

たし、そんな先輩に追いつき追い越したいと思った。 

③割といない。回りに野心家が少なく、現状維持の

人が多いなのでロータリーに入会できる人を見つ

けることが役割であり使命とも感じている。 

【栗山会員】 

①ロータリーに入って 12年 年収が 3倍になった。  

※周りの人に夢を与える意味でも言っていただい

た。出会いも多く視野が広がった。雪丸会員にも出

会うことができた(笑) 

②時間を作ったりすることで人に重要な仕事を任

せられるようになった。 

③みんな入会させたい。なぜならメリットがあるし、

成長できる場所だから。 

【飯塚憲貴会員】 

①2015 年右も左もわからない中でロータリーの理

念に共感して入会し、自分の中にも理念を落とし込

めているし、自分の理念もしっかり持つことができ

ている。自信につながっている。バギオよかった。

子供の教育につながった。とても有意義な時間で本

当に多くのことを学ぶことができた。バスの中の長

い移動時間も真剣な話をすることができるからす

べてが成長の時間になる。 

②会員と仲が良くなった。普段出会うことができな

いような人と仲良くなれた。本当にいい意味飲み屋

さんにも困らなくなった。普段出会うことができな

い人と飲みに行ったりすると山崎 30 年も飲む機会

があった。そんな経験からこの世には本当にいろん

な人がいることも知れた。飲むこともとても重要な

こと。人生の器視野が広くなった。先日の卓話の後

に高松建設の会社でお話させて頂く機会を頂いた。 

それもロータリーがあってこそ。時間の使いかたが

うまくなった。他の会に参加したりしても動じなく

なった。ロータリーの理念や考えはライオンズクラ

ブとは違いロータリーの理念は素晴らしいと改め

て思う。栗山さんや鈴木代表のお話を聞いて顧問や

社外取締役など働き方は一つだけではないと視野

が広がった。鈴木代表の言葉で『利益はすべて人の

為に』があるが本当に好きで自分の活動の糧になっ

ている。ロータリーで自分も成長し続け周りも成長

させることができたしやり続ける。 

周りからオーラないよねと言われていたがオーラ

があるねといわれるようになった。会長を経験して

から特に。 

③何人かいる。経営者として成長したい人を入れた

い。 

【高橋会員】 

①先日パラボールに行った、みんな笑っていた、そ

んなきっかけをくれたのはロータリーだし、いろん

な人と出会い、仲良くなれた。旅行業の人はトーク



 

 

 

の中に言い切らず責任をもたない人も中にはいて

そんな中、ロータリーの人は責任感がある人が多い

しとても勉強になる。メンバーみんな純粋に知らな

いことは聞くし、知ったかをする人がほとんどいな

いだから私自身もピュアな気持ちでみんなに接す

ることができる。栗山さんや大星さんがリーダー研

修を受けるとのことでそのような意識高い人とも

一緒にいることで自分自身も高くなる。 

②成長マインドができた 

③周りの経営者に勧めたい 

【大星会員】 

①なかなか機会がない中で奉仕の機会を頂けた。 

色々な情報を頂けた。本日(11/4)の昼に実際に児童

養護施設を見てきた。普段は絶対に行かないところ

だし、とてもいい機会をロータリーがきっかけで与

えてもらっている。まだまだ支援を必要としている

ところはあるし、しっかり知って支援していきたい

し、この臨海西のメンバーでもっといろんなことが

できると可能性を感じている。役職についてからと

ても吸収することが多く、栗山さん、鈴木代表、飯

塚直前会長、西野会長の雰囲気、発言所作すべてが

勉強になる。 

②一人が好きではあったが責任感や積極性が芽生

えた。 

③今はいないが、ビジターさんに入会していただけ

るよういいクラブを作っていきたい。 

【本島会員】 

①まだまだ未熟ではあるが多くのことを吸収する

ことができている。不動産業界は目先の利益を自分

の為に求める人が多いが奉仕の活動や諸先輩の活

動発言を通して私は業界の雰囲気を変えていける

土俵があると実感している 

②成長マインドがより身に付いた。奉仕活動を街中

でも意識するようになった。 

もっと成長したい意欲が増えた。 

③今はいないが私がより影響力のある人間になっ

ていき、仲間を増やしたい。 


