
 

 

 

3 月 8 日の卓話  2 月 18 の出席率  3 月 18 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 25 名 

 会員欠席者数 15 名 

 本日の出席率 62.5％ 

  

 

「国際奉仕フォーラム」 

卓話担当 

国際奉仕委員長 福本光浩様 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 髙橋 健様 

 

「日本留学の忘れられない出会い」 

米山奨学生 オーチソムオン様 

 

2022 年 3 月 8 日［第 84 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 83 回例会報≫ 

2022 年 2 月 18 日（金）東武ホテルレバント東京「錦の間」 

司会：SAA 委員長 平井修二会員 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ    西野充英会長 

■ソングリーダー：金森俊成会員 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

  

■「四つのテスト」：大星副会長 

■「ロータリーの目的」東京臨海西 RC バージョン 

感染拡大のため割愛させて頂きます 

 

■来賓紹介：西野充英会長 

●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 

  

■卓話者紹介：西野充英会長 

●当クラブ プログラム構成委員会 IT・公共イメ

ージ担当 伊藤宏之様 

●当クラブ 親睦委員長 橋豊和様 

■ビジター紹介：北林貴臣会員 

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●地区大会フォトコンテストについて（クラブから

2点エントリー）12番少年たちの栄誉に乾杯！！ 

詳細は事務局より（2/16）メールしています 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●次回例会は 3月 8日（火）例会となります。日時・

時間の変更はございませんので皆様お間違いの

ないようお願い致します 

●今後のスケジュールを配布させていただきまし

た。黄色部分の 4 月 13 日（水）親クラブ臨海 RC

さんと合同例会です。尚、4月 15日（金）の例は

中止となります。 

 ●3月 19日（土）東京江東 RC創立 60周年記念例

会の開催が延期となりました。延期となった記念

例会の日時は改めてご案内あります 

●3月 25日（金）東京小石川 RC創立 50周年記念式

典・祝賀会が中止となりました 

●3月 26日（土）～27日（日）第 34回全国ロータ

ーアクト研修会のご案内を事務局よりメール致

しました（2/9メール配信）ご参加の方は 2月 25



 
 

 

日（金）までにお返事お願いします。尚、ZOOM開

催で登録料 5,000 円です。 

●休会のお知らせ ※別紙あり 

●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 

                

 

                     

  （司会：平井修二会員） 

 

■委員会報告 

●職業奉仕委員会委員長 継岩憲二会員 

「前から何回かお願いしていまし

た臨海西ニコニコアプリの会員

紹介ページをお陰様で、ほとん

どの方に登録して頂きました。

ありがとうございました。今後、

このアプリをうまく活用して会

員の方のお仕事を知ったり、会

員の方にお仕事を紹介したりな

どご活用頂けたらと思います。」 

 

●親睦活動委員長 橋豊和会員 

「3月 9日、臨海ロータリークラブ、

臨海西ロータリークラブ合同ゴル

フコンペを開催致します。時間と

金額は岡田会員から連絡がいくと

思いますのでよろしくお願いしま

す。その後 18時から栗山パスト会

長の誕生日会を錦糸町の方で開催

したいと思います。よろしくお願

いします。」 

 

■2 月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日 平井会員、石田会員、那須会員 

●奥様誕生日 坂東会員夫人、三橋会員夫人 

清水会員夫人 

●「誕生日の歌」： お祝いの歌は、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：（ 平井修二会員 ） 

「53 歳になります。私の誕生日は 2 月 23 日でござ

いまして、天皇誕生日です。そんなことよりも 2月

23 日ってみなさん何の日か知ってましたか。この前

はじめてロータリーの友を読みまして、その中に、

1905 年 2 月 23 日に結成したロータリの結成記念日

と書いてありました。えーそうだったのと、一人で

嬉しくなっていました。大変縁があってこの会に呼

ばれたのかな、神様から引き寄せられたのかなと、

この縁を大切に今後もやっていきないなと思って

います。ありがとうございました。」 

●結婚記念日 坂東会員、髙橋会員 

 

 
 

■出席状況報告：岩崎裕馬会員 

⇒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：橋豊和会員 

(ご意向)ロータリー共に楽しみましょう： 

    若林英博ガバナー・半場慎一地区副幹事 

(ご意向)ロータリークラブを楽しんで行きましょ

う。本日はよろしくお願いします： 

    荒井知久ガバナー補佐・山本昌之分区幹事 

(ご意向)若林ガバナー公式訪問ご苦労様です。また、

札幌から羽部パストガバナーようこそい

らっしゃいました：斉藤実様 

(東京臨海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)若林英博ガバナー本日卓話よろしくお願

いします：鈴木孝行様 

(東京臨海 RC・当クラブ発起人代表) 

(ご意向)若林ガバナー、荒井ガバナー補佐、山本 

分区幹事、半場地区副幹事、本日はお忙し

い中、お越しいただき誠にありがとうござ

いました：当クラブ三役 

(ご意向)若林英博ガバナー公式訪問よろしくお願

い致します：栗山会員 

(ご意向)ガバナー公式訪問という日に、入院で参加

できずに申し訳ありません。早く治して、

また皆さんにお会いできるよう頑張りま

す：飯塚憲貴会員 

(ご意向)飯塚さんお仕事ありがとうございまし

た！：金森会員 

 

平井会員、坂東会員、伊藤会員、岡田会員 

岸会員、飯塚正裕会員、佐藤会員、本島会員 

米井会員、大西会員、北林会員、髙橋会員 

岩崎会員 

 

【23 件 96,000 円  今年度累計 1,621,000 円】 



 
 

 

   
出席状況報告    ニコニコ BOX 

岩崎裕馬会員    北林貴臣会員 

 

 

●熊倉貴志会員 

 推薦者 大星太郎会員 菅秀平会員 

 カウンセラー 継岩憲二会員 

「株式会社弥栄（イヤサカ）代表取締役の熊倉です。

仕事はオーダースーツ事業とアパレル事業をして

います。去年の年末に菅さんから紹介頂いてここに

初めて参加して、私自身が 30 代半ばなのですけど

も、ロータリーってもっと年上の方が入る会だと思

っていたのですが、菅さんが私より３つくらい年下

なので、若い人がいるんだなとビックリしました。

私自身も経営者の人脈を広げたいということもあ

りますし、そういった方の話を聞いて勉強したいっ

ていう気持ちがありますので、それならば是非とい

うことで参加させて頂きました。早速、大星会員と

島崎会員からお仕事頂きまして、大変光栄でござい

ます。今後とも宜しくお願い致します。」 
 

 
 

■卓話 

●当クラブ プログラム構成委員会 IT・公共イメ

ージ担当 伊藤宏之様 

「2 回目のイニシエーションスピーチということで、

仕事が中心ということですが、新しい方がいますの

で、非常に簡単なプロフィールをさっとやります。 

 1973 年 12 月 27 日生まれの 48 歳です。出生地は

母の故郷であります、岡山県勝田郡勝央町という山

陽地方の山あいの産院で生まれたそうです。住まい

は江戸川区小岩、小学校は西小岩小学校を、中学校

は小岩第四中学校を卒業してまして、高校は都立南

葛飾高校でした。ここは雪丸会員が先輩でいらした

そうです。有名な方では、キャプテン翼の作者であ

ります高橋陽一先生が卒業生ということです。 

 南葛飾高校を卒業しまして、凸版印刷株式会社に

入社しました。ここで 10 年間オフセット印刷の技

術を使って美術誌とか週刊誌とか、そういうものの

印刷をしておりました。フライデーの表紙なんかは

毎週のように 10 年間ずっと印刷してたので思い出

深いです。他にもディーラーカタログ。トヨタのデ

ィーラーのカタログなんかも印刷しておりました。

他に写真集とか、ありとあらゆる物を印刷の経験さ

せて頂きました。ここで 10 年間いまして、平成 14

年に退社して、そのまま現在の仕事であります、株

式会社いとう企画で仕事を始めることになります。 

 

 
 

株式会社いとう企画について 

元々、昭和 61 年に赤坂で、写植・版下業というの

をやってました。写植・版下業とは何かっていうと、

印刷をする前に印刷するための版を作る仕事です。

これは、右側にあるのが写植機といって活字を埋め

ていくレイアウトを作る機械です。向こう側にある

のが、細かいのが全部一つ一つ活字です。活字っと

いうのは字が、印鑑の鉄のやつです。一文字一文字

のやつ。これを使って版を作る仕事をしておりまし

た。これはうちの母がやっておりました。 

 僕は、この会社を作ったときは高校生だったんで

すけど、法人をつくる上で名前を貸してよっていう

ことで、役員として名前を連ねておりました。その

名前の兼ね合いもあって、凸版を辞めたときに、う

ちでやらせて頂きますということで、平成 14 年に

いとう企画に入りました。翌年、この仕事は、どん

どん、どんどん下火になっていく仕事だったので、

どうしようかなと。本当に、どんどん、どんどん仕

事が減ってくのを目の当たりにしました。もう元か

ら受けた方がいいよねっていうことで、デザインな

んてやったことないのに「デザイン出させてくださ

い」って取引先に言って、デザイン業務をやりまし

た。全然やったことなかったんで、見よう見まねで、

独学でとにかく始めて現在に至ります。 
 

  



 
 

 

平成 19 年に代表取締役として母から引継いだと

きに、完全にデザイン業務、広告デザイン、グラフ

ィックデザイン、制作業務もやるという風に移行し

ました。もう版下だけを作るような仕事では儲から

ないのでそれはやめて、デザインの企画からやって

いくことに特化して、それをずっとやってます。 

 どんなことをやっているかというと、一つ目は、

広告のデザイン、それから制作・媒体への取り次ぎ。

2 つ目は、企業のセールスプロモーションのツール

のデザインとこれの制作。企業の C.I、V.I 開発。

C.I というのはコーポレート・アイデンティティー。

これは企業の目標とか社是とか、そういうものを含

めていろいろアドバイスしながら、そういうものの

ツールを作っていくということ。ビジュアル・アイ

デンティティーというのは、企業情報とか会社を体

現するとか、表にアピールするためのツールを作っ

ていくということです。3 つ目が、キャラクターデ

ザイン。4つ目は、書籍の装丁・

デザインもやります。5つ目は、

web デザインも広告媒体とかは

あんまりしないんですが、web

デザインと一緒にやってます。

6 つ目は、動画の撮影で、これ

は本来、脚本家が下絵を描いて

頂いてやっておりますが、映像

制作もやっております。 

 

株式会社いとう企画のデザイン実例 

では、実際にどんなものをやってるのかと言います

と、例えばですが、営業のチラシで、DIY ホームセ

ンター協会というのがありまして、ここのアドバイ

ザーの資格を取るためのスクールとか試験を告知

するチラシであるとか。農園ビジネスを広告するチ

ラシであったりとか。 

作るのにあたっては、じゃあどんなチラシを作ろ

うかと、こういったストーリーでいこうかというこ

とまで考えています。例えば、スキースクールの入

会案内のリーフのデザイン、芸能会社ホリプロさん

がやっている劇団の舞台のフライヤー、おもちゃの

発売の広告などです。外務省が共催で 2017 年グロ

ーバルフェスタ JAPANというものを開催したときに

は、このコンセプトワークから、どんなキャッチコ

ピーでどんな見せ方をしてアピールしていこうか

というところまで含めて仕事をさせて頂きました。 
 

 

 江戸川さくらまつとかもやってます。ここは今、

江戸川区ではなくて、えどがわ環境財団という外郭

団体が発注をもらってやっているものです。右側、

さくらシンポジウムっていう毎年全国でいろんな

ところでやってるんですが、2016年は江戸川区でも

あって、江戸川区でやったときの、そういうのを全

てやらさせて頂いて作りました。この写真撮影が、

これ全部うちがやったものですね。 

 不動産広告。実はうちが会社をつくってから、デ

ザイン業務、あとずっとやってるのは不動産広告が

ほとんどでした。8 割方、不動産広告。新築のマン

ションだったり、中古の流通であったりとか、そう

いうののチラシとかパンフレットのイメージとか、

そういうものをずっとやってきてます。これは、公

正取引委員会の絡みがあって、広告を作るよりもも

のすごくルールが厳しく、なかなか誰でもできるよ

というものではありません。 

 ちょっと前になりますが、浦安で新築マンション、

三井不動産かな。このときは、大きい広告代理店さ

んからオファーがあったんでできたのですが、建物

自体がヨーロッパをモチーフとしていたので、うち

からヨーロッパに派遣して取材をして、お仕事をさ

せて頂きました。 

   
 これは不動産の広告、こういういろんな建物に合

ったコンセプトのツールを作る。このときは、こち

ら先行ではなくて、不動産、開発担当者と、あと宅

建、設計デザイナーさんと打ち合わせをして、いろ

んなデザインワークをしていくことっていうのが

できるわけです。 

 これは書籍の装丁のデザインです。これ、時事通

信社がこういった本も毎年出しているんですが、こ

こ何年か続けてデザインと装丁をやらさせて頂き

ました。これは面白いですね。その他にも、これは

単純に装丁の、装丁って分かりますか。カバー。先

ほど装丁って、単純に言うと表紙周りをデザインす

ることをいうんですが、ここがなかなか難しくて、

本も変わったりするので、どういう紙を使って、ど

ういうデザインにしてっていうことまで含めて考

えるのが装丁。書籍には上製本とか並製本とかある

んですが、一般の形をしたものを作るのか、単純に

巻いてあるだけの本を作るかどうかまで、そういう

ところまで考えます。 

 これは実は全部自費出版で作られたものなんで

すが。皆さんも、自分の本を出したいというときに

はご相談頂ければ、いいものを作れます。流通に乗

せることはできないんですが、2～3年もあったら本



 
 

 

は 1 冊作れると思います。どうですか。自叙伝みた

いなのを作りたいという人がいたら、ご相談頂ける

とお手伝いができると思います。 

 この他にも、純広告。純広告って企業自体の PR

広告であったりとか、製品の広告。メーカーの広告

や自動車学校の入会案内ツールだったりとか。これ

は毎月チラシを出すんですが、イラストを先に作っ

ておいて、物語を作って広告を打つっていうような

ものもやってます。ちょっと古いんですけど、

mihimaru GT さんのコンビニなんかやドラッグスト

アにある広告、チラシとか、たまにちょっとついて

くる付録のデザイン。 

 左下にあるのが、ある不動産会社の社長さんが、

外部営業でガールズバーをやりたいと言いまして。

ガールズバーのスタッフの Tシャツをデザインして

くれないかなというので、デザインして Tシャツを

作ったものです。 

 次、これはタイポグラフィー。ロゴマークの文字

やロゴ。これを一個一個作るのが時間がかかり、大

変でもあり、やりがいがある仕事で、さっきの C.I

とか V.Iとか繋がってくるんですけど、会社をこれ

一個で体現するようなものを作る。これ作るのに 3

カ月から長ければ 1年、いろんなものをリサーチし

ながら作っています。あと、これは私のデザインで、

企業向けラベルデザインとかもやってます。正直、

作り込みをするのはちょっと大変なんで、それは外

注してますが、デザインのディレクションは全部や

らせて頂きます。 

 次は、トラック大好きおじさんとチャイボラの

YouTube チャンネルです。あれ、皆さんチャンネル

登録してましたか。してらっしゃらない方はしてく

ださい。トラック大好きおじさん、週 2回更新して

ます。フォロワー数 5,000人。年内に 1万人を目指

してます。 

 あと、動画を撮って商品の解説動画みたいなのを

作ってます。例えば Amazon にも、商品ページに動

画って必ず載ってますよね。解説の動画とかに使わ

れたりとか、ホームページの製品ページに使われた

り。ホームページに YouTubeチャンネル載せて頂け

ますし、こういうものをやってます。これはホビー

ジャパンっていう、プラモデル塗装するためのエア

ブラシとかああいう物の使い方を解説した動画に

なります。 

 最後に、ホテルのいろんなツールを作ってます。

シェラトンだったり、東京ベイ、インターコンチネ

ンタルとか。ホテルのポスター、フライヤー、あと

はホテルの案内のパンフレットとかそういう物を

作ってます。 

 他、ありとあらゆる業種のいろんなツールを作っ

たりしてます。できるだけツールを作るだけじゃな

くて、企画から含めてどんなものにしようかという

ところの相談から含めて全てやっています。こんな

感じでいろんなものを、お客さま、企業から、こん

なものを作りたいのでとか、こんな製品売ってるん

だけどといったときに相談頂ければ、どんな形でア

ウトプットしていけばいいのかを考えて、それを実

行に移していくのが私どもの仕事としてやってお

ります。皆さんも何かあればお声掛け頂ければ、こ

ちらから提案できるものがいっぱいあると思いま

すんで、よろしくお願い致します。」 

 

●当クラブ 親睦委員長 橋豊和様 

「まずは、簡単に私の生い立ちを説明したいと思い

ます。私は 1976 年、江戸川区葛西で生まれ、小、

中と地元の学校に行きました。高校時代は千葉県に

あります拓殖大学紅陵高校で 3年間野球をやり、過

ごしました。そして卒業後、日野自動車株式会社日

野工場に勤めまして、2 年で辞め、4 年間自由気ま

まに過ごしてまいりました。その後、実家を継ぐこ

とを決意し、橋自動車工業所に入りました。 

 これが会社になります。実家というのは、44年前

にトラック車外製作、架装、修理、塗装会社、有限

会社橋自動車工業所を江戸川区中葛西に父が設立

しました。社訓としましては「安全、迅速、確実な

業務の遂行により、いつもお客様に満足して頂ける

技術とサービスを提供する」をモットーに社員一同、

日々努めております。 

 私はいつもスーツを着ないで、つなぎを着て作業

をしております。そして、自動車会社にはできない

細やかな対応をし、お客さまのニーズに合わせたサ

ービスを提供しております。主に取引先としては、

トラックメーカーの南関東日野自動車株式会社や、



 
 

 

いすゞ自動車首都圏株式会社様よりお仕事を頂き、

そして幅広く活躍されています運送会社さまのお

仕事をさせて頂いております。 
 

 
 

橋自動車工業所の施工事例 

ちなみにこの車両は、油井会員に依頼を受けまし

て作らさせて頂いたお車になります。こちらは本日、

坂東会員いないんですけども、坂東会員の会社の車

両になります。 

 トラックメーカーからの依頼は、たくさんのお客

さまの要望に合わせたトラックの架装になります。

私の会社は特に、平ボデーといわれる車両の荷台を

製作しております。このような形にバラバラになっ

たものを社員で組み立てております。 

 全てのトラックがトラックメーカーの自社工場

の生産ラインで製造されているような印象をお持

ちの方が少なくないようですが、トラックメーカー

では、キャビン、エンジンやミッション等積み込み、

シャシーが製造されてます。トラックメーカーは、

車両の基本性能であります部分の製造のみを行い、

トラックメーカーからキャブ付き裸シャシーと呼

ばれる状態で、本社のような架装メーカーに引き継

がれてきます。 

 こちらが親クラブの臨海ロータリークラブの坂

本会員の会社のお車になります。左上が私の会社に

入ってきまして、塗装をしたりとかいろいろやって

右下のような形になります。次のこちらも油井会員

の会社のお

車で、これ

はウイング

車両になる

んですけど

も、私ども

の方でキャ

ビンの塗装

をさせて頂

きました。 

 

こちらの車両なんですけども、栗山パスト会長の依

頼で、左上が、赤くなってるところが私たちで架装

をして、間は抜けちゃうんですけども、右下にある

のが、塗装し終わって納車待ちの状態になっており

ます。こちらの車両は、左上でメーカーから入って

きまして、お客さまはテールランプをいっぱい付け

てほしいという希望がありましたので、たくさん付

けさせて頂きました。 

 そして、運送会社様からの依頼内容は、例えば荷

台の床が腐ってしまい、直してほしいという依頼が

あります。やっぱり車両を休ませることが平日でき

ないお客さまが多いので、土曜日いっぱいで直して

くださいという依頼が結構あります。 

 

AIには任せられない仕事に誇りを持って 

私は、社長をやってます父の下で、2000 年より昼

夜トラック車体製作の現場を 7年経験した後、現在

営業業務を担って 23 年になります。お客さまから

難しい要望があった際も、現場で作業する社員と話

し合い、試行錯誤した結果、要望通り仕上がったと

き、また、お客さまから直接感謝の言葉を頂けたと

きに、達成感、そしてやりがいを感じることがあり

ます。 

 現在日本は急速に少子高齢化が進行している国

の一つで、人材不足が深刻です。ましては、本社の

ような職種は大工のように職人技や勘が必要なの

で、AIになかなか任せられないことがあります。 

そんな悩んでいるときに、当ロータリークラブの

油井会員からお声を頂き、そして偉大なるお力添え

頂き、昨年末に、江戸川区松江にて私が代表を務め

る株式会社ユウワを設立しました。トラック及び自

動車の塗装を行う会社です。こういう感じで塗装工

場もやっております。塗装部門での人材および作業

工場の確保ができ、橋自動車工業所にも、今期春に

工業高校卒業を予定しております 1名の入社が決ま

っております。本社の職種は、AIには任せられない

からこそ、時代が流れても変わらず残り続ける職種

の一つだと思っております。 

 現在、新車の車両が、半導体不足や尿素センサー

等が日本に入っておらず、昨年 9月に決まったお仕

事もいまだ車が入ってきてない状態になっており

ます。例えば、今エルフを注文した際は、2～3年待

ちだという話を聞いております。今はまだ仕事があ

りますが、社員を休ませなければいけないという事

態を考えております。 

 今回、私、橋豊和がユ

ウワを設立し、働いて頂

いている社員の方に給

料明細を初めて渡した

ときに、身を引き締めて

いかなければいけない

と感じました。節約でき

るところを節約し、無駄

を減らし、社員に還元で

きるように、いろいろな

方にかわいがってもら



 
 

 

い、もっと橋自動車、ユウワをかわいがってもらえ

るように社員一同頑張っていきたいと思います。 

 先日、私の妻も西野会長の下の会社に勤めること

になりまして、時給 1万 8,000円で雇って頂いてお

ります。早くコロナが終息に向かって頂き、皆さん

とグラスを交わせたいと思いますので、そのときは

またよろしくお願いします。」 

 

■来月の当番  

ビジター受付 ：北林会員、小林会員 

 例会司会   ：菅会員、島崎会員 

 ニコニコ   ：橋会員、二瓶会員 

 ソングリーダー：本島会員 

 

■点鐘：西野充英会長 

「まずは伊藤会員、ありがとうございました。いろ

んなことやってますね。いつも例会も早く来てくれ

て、いろんなことやってくれてますけど。ほんとに

実績がある方なんだなと改めて思いました。皆さま

もぜひ、ああいうパンフレットとか、会社案内とか

作られるときは、ぜひよろしくお願いします。それ

から、トラックおじさんの YouTubeチャンネルのご

登録もお願いしたいと思います。 

 そして橋さん、ありがとうございました。橋さん

のお仕事もいろんな会員の方から頂いてるんじゃ

ないかなと思います。塗装はトラックのみでなく、

乗用車もやってましたよね。なので岡田会員とか、

もしよろしければ、話だけでも。 

 職業を中心に今イニシエーションスピーチをや

って頂いてます。なぜかというと、なかなか、伊藤

会員なんか広告なんだけど実際何作ってるのかよ

く分かんないとか、橋会員もどんな車をどんなこと

やってるのか分かんないとか、そういったことがあ

ったので、2 回目は職業を中心にということで依頼

をしております。なので、今日も非常に 2人の仕事

がよく分かったなというように思います。 

 次回は高橋健さんですね。それからオーチさんの

母国のことを話してくださいというような話をし

ております。そして熊倉さんも今年度中、6 月まで

にはやって頂きたいという風に思ってます。多分 5

月に、ちょっとイニシエーションスピーチというこ

とでやって頂こ

うと思っており

ますので、あのよ

うな形で作って

頂いて、自分の職

業と生い立ちな

んかも含めて皆

さんに知って頂

くというのがい

いのかなと思い

ますので、よろし

くお願い致しま

す。」 
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