
 

 

 

4 月 13 日の卓話  4 月 1 の出席率  4 月 22 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 29 名 

 会員欠席者数 11 名 

 本日の出席率 72.5％ 

  

 

「イニシエーションスピーチ」 

 

当クラブ 松原由和様 

当クラブ 熊倉貴志様 

東京臨海ロータリークラブ 

創立 28 周年記念例会 

「ロータリー地域社会共同隊（RCC）

について」 

東京臨海ＲＣ副会長 杉浦孝浩様 

2022 年 4 月 13 日［第 87 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 85 回例会報≫ 

2022 年 4 月 1 日（金）東武ホテルレバント東京「錦の間」 

司会：島崎久志会員 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 西野充英会長 

 

■国歌斉唱：新型コロナウィルス感染拡大防止のため

割愛させて頂きます 

■ソングリーダー：髙橋健会員 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

こちらも感染拡大防止のため歌わず、 

お聞きください 
 

 
 

■「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防止のため 

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 

●会場監督委員会 ﾋﾞｼﾞﾀｰ・受付担当 清水孝弘様 

●クラブ奉仕委員会 ニコニコ担当 坂東裕樹様 

 東京臨海ロータリークラブ  

株式会社ビクトリー 代表取締役 本多信雄様 

 

■ビジター紹介 

●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 

●ウクライナへの支援に関して（第三報）情報提供

のお願い 

●母子の健康月間について 
 

  
西野充英会長    司会：島崎久志会員 



 
 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●ロータリーの友 4月号

をメール BOXに配布し

ました 

●ガバナー月信 4月号を

メール BOX・ガバナー

ビデオメッセージを

メールしました（4/1

事務局より配信済） 

●4 月のロータリーレー

トは１ドル 122円です 

●次回 4月 13日（水）親クラブ臨海 RCさんと合同

例会です。受付または事務局よりメールにて出欠

確認していますのでお返事お願い致します。（期

限：4/4まで） 

●リバウンド警戒期間（東京）3/22～4/24 

●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 

 ⑦東京東大和 RC創立 50周年記念講演会のご案内

がありました。後方掲示板にポスター掲示してあ

ります 

●5/6（金）日台ロータリー親善会議福岡大会のご

案内です。参加される方いらっしゃいましたら受

付にご記入ください。リアル参加・オンライン参

加のハイブリッド形式です 

●第 43 回バギオ訪問交流の旅 結団式及び説明会

のご案内を事務局よりメールします 

  4月 20日（水）17：30～ 主婦会館プラザエフ

（千代田区六番町 15） 

 参加者：島崎会員・大星会員・栗山会員 

西野会員・継岩会員・髙橋会員 

                    

 

■委員会報告 

●栗山義広パスト会長 

「先日、臨海西 RC が推進しておりますパラボー

ルフェスティバルを一緒にやって頂いている江

戸川さんしょうがいフォーラムの例会に行って

きました。今月総会がございまして、会長が変わ

ったりなどの人事があって、その中の新しい試み

として障碍者のアートというのがあります。 

  パラボールフェスティバルに出てくれる人た

ちというのは障碍者施設の中でも、就労 B型とい

って少し動けますよ、身体動かせますよという人

たちがパラボールフェス

ティバルに出て頂いてま

す。そういうのに出られ

ない重度障害などもいら

っしゃいます。 

  江戸川さんしょうがい

フォーラムとしての新し

い試みとして、障碍者が

作り出す芸術をもっとも

っとみなさんに認知して

頂きたいということを話

しておりました。その第一弾が、障碍者が作った

ひな人形とかがあって、そういう芸術を後押しし

てくれないかという話がありましたので皆さん

にお知らせ致しました。今後ともひとつよろしく

お願い致します。」 

 

●親睦活動委員会 橋豊和委員長 

「4月 3、4日親睦旅行があります。今回旅費等は事

務局から請求がいきます。飲み物代や 2次会の費

用等もあとから事務局の方から請求がいきます

のでよろしくお願いします。4 月 3 日の釣りをや

られる方は、私たちは葛

西を 4 時 30 分ぐらいに

出る予定でいますので、

6 時集合なのでよろしく

お願いします。高橋会員

がしおりを作って頂き

ましたので、これを確認

して頂き当日元気に来

て頂ければ助かります。

よろしくお願いします。」 

 

●釣り大会 平井修二会員 

「当日ご持参頂きたいのは、カッパと長靴とクーラ

ーボックス。クーラーボックスはどれくらいがい

いんですかという質問がありました。15L くらい

で十分かと思いますのでよろしくお願いします。

ひとつだけ追加で、200m下にいるイカを狙ってい

きますので、電動リールを用意してありますけど

も電源が必要です。船電

源は備えてあるのです

けども、船電源は基本的

に電圧が安定しないと

いうことなので、わざわ

ざ買ってくる必要はな

いのですけども、バッテ

リーお持ちの方は充電

満タンにしてお持ち頂

ければと思います。」 

 

●カウンセラーグループ報告 継岩憲二会員 

「会員 8名のうち 7名で菅会員のお店で開催させて

頂きました。今回は、熊倉会

員が当グループに加入され

たので、まずは熊倉会員の自

己紹介、私の方からはロータ

リアンとしての 3 つの義務

を説明させて頂きました。今

回は親睦を深めるのが主だ

ったのですが、次回はお互い

の職業などについて語り合

っていきたいと思っており

ます。」 

 



 
 

 

●カウンセラーグループ報告 橋豊和会員 

「先日継岩グループと共同で開催しました。私たち

のメンバーは油井会員、雪丸会

員、武井会員、私で開催しまし

た。私たちはいろいろ話はしま

したが酔っ払って覚えていま

せん。すいませんでした。次回

は、どのグループと一緒にやろ

うか考えておりますので、よろ

しくお願いします。」 

 

■3 月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日 福本会員、飯塚憲貴会員、小林会員

武井会員、米井会員 

●「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：（米井新吾会員） 

「今月で 48歳になります。私の誕生日が 4月 20日

で、結婚記念日も 4 月 20 日です。記念日は忘れて

はいけない日にちということで、マメな方なら記念

日を覚えていると思うのですけども、私の場合は忘

れやすいので、誕生日と同じだったら忘れないと思

ったので二人で決めて誕生日にしました。これから

も楽しくロータリーの活動をしたいと思いますの

でよろしくお願いします。」 
 

 
 

●奥様誕生日 小林会員夫人、那須会員夫人 

髙橋会員夫人、油井会員夫人 

雪丸会員夫人 

 

●結婚記念日 平井会員、金森会員、二瓶会員 

佐藤会員、米井会員、油井会員 
 

 
 

■出席状況報告：二瓶恵一会員 

⇒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：大西聡会員 

(ご意向)本日 15 分の卓話させて頂きます。お題は

「臨海西の数名の方々との出会い」です。

よろしくお願いします：本多信雄様 

(東京臨海 RC) 

(ご意向)第 43 回バギオ訪問交流の旅、また、第 7

回日台ロータリー親善会議福岡大会のエ

ントリーありがとうございます：斉藤実様 

（東京臨海 RC・当クラブ特別代表） 

(ご意向)平井さん、間野さん、お仕事ありがとうご

ざいます：西野会長 

(ご意向)坂東さん、清水さん、卓話楽しみにしてお

ります！：当クラブ三役 

(ご意向)坂東会員（本多さん）、清水会員 イニシ

エーションスピーチよろしくお願い致し

ます：栗山会員 

(ご意向)今週の火曜日、他クラブの紹介で、超有名

な歌手の事務所のパソコンを引き取りま

した。ご縁に「乾杯」！間違えた！感謝！：

飯塚憲貴会員 

(ご意向)西野会長お仕事のご紹介ありがとうござ

いました：飯塚正裕会員 

(ご意向)本多会長、本日の卓話宜しくお願い致しま

す：坂東会員 

(ご意向)本日報告の機会頂き、ありがとうございま

す：清水会員 

 

武井会員、伊藤会員、菅会員、岸会員、橋会員 

大西会員、佐藤会員、二瓶会員、髙橋会員 

継岩会員、岩崎会員、米井会員、島崎会員 

石田会員、平井会員、岡田会員、北林会員 

福本会員、雪丸会員 

 

【29 件 85,000円  今年度累計 1,953,000円】 
   

  
出席状況報告     ニコニコ BOX 

二瓶恵一会員      大西聡会員 

 

■卓話 

会場監督委員会 ﾋﾞｼﾞﾀｰ・受付担当 清水孝弘様 

「株式会社 S-TEKT、自己紹介と現在までの取り組み

ということでちょっとお話しさせて頂きます。 



 
 

 

会社概要 

東京本社と大阪営業所、この二つをやってます。東

京の方には 23年、大阪の方に 11 年ですかね。設立

は平成 5年 6月で、私ではなく創業者の父が大阪府

泉佐野市で設立、創業されました。間にいろいろあ

りまして、多分私、7 代目か 8 代目になると思って

います。震災の年なので、2011年から代表としてや

らせて頂いております。いろいろ、ごちゃごちゃが

あったので、後ほど少し触れられたらと思います。 
 

 
 

資本金が、3,000 万です。年商が 3億 4,000 万円。

5 億を目指してやってるんですが、なかなかこの数

年上がらず、この辺りを行ったり来たりしてます。

従業員数が 34 名。事業内容としましては、主に入

退室管理システムと防犯カメラとか、その辺の設計

と施工をしております。他にも、LED であったりと

か電気工事がメインですけれども、ネットワーク工

事、ネットショップなんかもやっております。主業

務は防犯カメラと入退室管理システムということ

で、覚えて頂けたら幸いです。いろいろとやっては

いるんですけども、今のメインとしてはこの 2点で

す。 

 実績の一部としましては、我々の会社の元請けは

外資系の商社さんでありまして、結構大手の外資系

の企業の防犯カメラであった

りとか、先ほども申し上げまし

た入退室管理システムの導入

のサポートを頂いてます。物は

商社さんが用意して、工事は

我々がするといったようなス

タイルですね。 

ここの会社もやらせ頂きまし

た。KSJさんですね。ありがと

うございました。 

 

私個人の情報 

年齢 48歳です。昭和 48年、7月 17日生まれです。

結婚が 3タイムと、いろいろとございました。この

途中いろいろとあったうちの一つ、2 回目の離婚の

ときのお話を少ししますと、ホテルニューオータニ、

鳳凰の間で結婚式をする予定でございました。結婚

式の 2週間前に破談になりまして、会計等全て支払

うと 700 万ぐらいありました。それで、1 人でとい

いますか、せっかくなんでってことで 100 人ぐらい

集まって頂いて、私がケーキカットをして、ご祝儀

ではなく黒と白のやつということでね。 

 家族構成としては、

中国人の妻と、子ども

3 人。趣味がものづく

り。ある意味、子作り

も趣味とでもいうよう

な流れかと思います。

カラオケ、私は、ロー

タリーでは珍しいこと

ではないですけども、

愛人 0でございます。 

  

私の個人的な趣味としまして、中学ぐらいからプ

ログラムをやっておりまして。別に事業とは関係な

くプログラムをやっておりまして、それがきっかけ

で、社内の交流のためにサイトを作ったんですけど、

これの流れでロータリークラブのアプリも作らさ

せて頂いております。 

 これは Amazon でも販売させてもらってるんです

が、これも私が開発をしてプログラムを一応した、

ICの基盤です。電気錠コントローラーという、あん

まり一般的には使わないものですが、結構、数百万

円単位で売れてます。 

 
  

少し、ここまでの生い立ちといいますか流れを、

話をさせてもらいますと、何度かお話をさせてもら

ってますが、父と母が幾度となく離婚をして、再婚

したということで、私には父が 3名、母が 3名、知

らないおばさんが 1名という、ちょっとよく分から

ない、父親の友達の愛人の方にいっとき育ててもら

ったというのがありまして、なかなか面白い人生を

送っております。 

 母親がアルコール依存症になりまして、生活して

いくことが困難ということで。大阪府の高槻市とい

うところにある児童養護施設です。健康の里という

ところで、小学校の 1年生の途中ぐらいから、高校

中退するまでお世話になりました。そんなこともあ

りまして、就職するのにはすごく困りました。 

 ある会社に拾って頂きまして、その会社でお世話

になったんですが、そのグループ会社のまたグルー

プ会社というところが今の会社、入った形ですね。

前身の会社はセスナって会社なんですけれども、そ



 
 

 

の会社でお世話になったんですが、いろいろとござ

いまして。最終的には、創業者の、先代の経営者、

先代の社長の父親の創業者、それと先代の社長とも

めることがありまして、裁判沙汰になって、最終的

には今の会社を買い取って、そのときの条件として

社名の変更をするということで、S-TEKT になったと

いう形です。 

 基本的に下剋上ともよく言われるんですが、私と

しては穏便に済ませたかったなと。ナンバー2 で、

そのときに、最初 2人で始めたもんで、会社が、７

代目って僕話したんですけども、一回ちょっと会社

が動かなくなった時期もあってゼロから始めて、先

代の社長と私と 2人で始めた会社で、ちょうど東京

に行ってこれからっていうとき、10 人ぐらいのとき

にそういうことになってしまいました。なので、私

としては、本来であればナンバー2 になるのが、こ

ういうところでお話しする機会とかもなくて、私は

職人肌なので、職人の人生を全うしたかったっての

が本音ではありましたが、今も思いながら、こうい

う形でお話しするような立場を頂いております。 

 

性格～「俺ごとき」「なめられてたまるか！」 

 私としては、幼い頃から「自分ごとき」という、

自分が結局負け組というか、上がれない、普通に子

どもができて家族ができて、サラリーマンやってれ

ばいいなっていうような気持ちで実はやってまし

たので、この、俺ごときっていうのがいまだに抜け

ない。その反面、負けてたまるかとか、ちくしょう、

というような気持ちもありまして、これは定期的に

入れ替わっていくわけです。なので、私としては、

皆さんに理解して頂きたいのが、情緒不安定という

ところがあって。そういった性格があるので、ちょ

っととっつきにくいところもあるかと思いますが、

その辺ご容赦頂ければという風に思っております。 

 

採用活動＆日常の活動 

 そういった経緯もありまして、採用には少し特色

があるなということをよく言われます。実際は、ふ

たを開ければというか、採用するのが、我々電気工

事業界もなかなか難しくて、やっぱり IT であった

りとか、派手派手しい車の業界とかであれば、そう

いう入社希望者がいるかもしれないですが、建設業

の中の、電気工事業というところで、選ぶ者もいな

くて、採用したくて困ったなというところもあった

んですが。ベトナム実習生であったりとか、技術者、

エンジニアを採用するということだったりとか、協

力雇用主というものをやっておりまして、犯罪者の

就労支援、刑務所で何度かやってます。本来であれ

ば殺人と婦女暴行、薬物っていうのはやらないって

約束で採用してたんですが、いつの間にかその三つ

のうちのどれかを持ってる、犯罪歴があるときでも

採用した経緯はあります。 

 で、児童養護施設ですね。過去の自分を救いたい

みたいな、そんな気持ちなんですけれども。児童養

護施設の出身者を入れることになるんですが、やっ

ぱり、捻くれてるところがありましたり、なかなか

うまくいかないっていう。 

今は、環境はすごく良いんですが、実際、親とな

って叱ってあげる手だてだとか、社会のことを教え

てあげれるような環境ではない。まだ、我々の時代

の方がましだと。我々は、殴られたら怒られて、成

長させてもらったんですが、怒られることなく社会

に送り出されてるってところもありまして、最近で

は、チャイボラさんとか施設の職員さんを少し援助

しないといけないなという風に思ってます。 

 あとは保護司です。保護司ってご存じですかね。

協力雇用主も分からないと思いますが、犯罪者が保

護観察の期間、その間の期間を、話を聞いてあげる

みたいなことですね。ということで、自分自身がや

っぱり経験したことが、ゼロからっていうか、マイ

ナスからのスタートでも少しでもプラスになれる

んだっていうことを少しずつ説明しつつ、ポジティ

ブな人材になってほしいなという風に思って保護

司の活動もしております。 

 

ビジョン 

 我々のビジョンとしましては、電気工事業界って、

なかなかこういったところで、照明を付けるとかス

イッチを付けるとかやってて、やってる本人はまあ

まあそれなりに満足するんですけども、ちょっと誇

れないなというか、家族とかに自慢するのになかな

か難しいなというのもありまして。 

 左側の画像っていうのは、お台場とかにもありま

す、シーワールドっていうのを知ってますかね。あ

あいったプロダクト電気と、それを連動させたよう

な、人を感動するような仕組みを作れば家族や仲間

に自慢ができるかなという風に思ってまして、これ

をビジョンに掲げてます。 



 
 

 

 あと、真ん中の『電気と工事』。これ、今年の 2

月号です。専門誌で、一般にはあまりよく分かんな

い雑誌ではあるんですが、我々にはなかなか有名な

雑誌です。この表紙に写ってるのが、先ほど言いま

した協力雇用主で採用した、言ったら元犯罪者です

かね。彼らのような人間が前面に出てる、自分たち

でもやっていけるんだってことを示していけれる

ような、そういう風な会社にできたらなという風に

思います。 

 あと、右側はベトナムです。これは随分前から話

をしてるんですけど、ベトナムに教室を作りたいと

思ってまして。我々がする仕事で、CAD っていう図

面を作る作業があるんですけれども、それは言葉の

壁を越えてできますので、教室をしながら、希望す

る人間がいたら日本に呼んで採用していったり、そ

んな風に流れますが、基本、ビジョンですから、ま

だ全然達成はしていません。 

 

現在の活動 

 現在の活動なんですが、入退室管理システム、先

ほどお話ししましたが、今はまだお客さん、商社さ

んがいて、我々が工事のお手伝いをするという風な

形をしておりますが、今は 3年ぐらい前から、自分

たちが売って、それで工事もしようということで、

LP を立ち上げています。ランディングページですね。

ちょっと見にくいと思いますが、上がよく最近はや

っている、熱を検出するやつですね。体温検知の体

温認証システムだったり、あとは、防犯カメラをや

ることで、これは、電気工事会社の支援に近いとい

う風に思っています。 

 やっぱり工事会社は、我々周りがそうなんですけ

ども、工事を請けるのみで、人工が大体 2万台から、

いっても 4 万ぐらい

ですかね。それを上げ

ていきたいっていう

ことで、工事会社の募

集、工事会社さんがこ

のサービスを使って

ますが、まだここはう

まくいってないんで

すけども、5億はいき

たいという風に思っ

てます。 

 この辺りの費用については、平井さんにご紹介頂

いた事業再構築補助金の採択を頂きまして、3,000

万ぐらいですね、これを活用してやらさせてもらっ

てるのと。あとは、コロナの融資を合わせて約 1億

円ぐらいまででやってるところでございます。 

 

地域貢献活動 

 最後にですけども、S-TEKT としては、地域貢献活

動という形で行事をやっております。ちょっと見に

くいですけども、左下の方が、佐賀町という町でや

っていますが、そこの一つの通路をイルミネーショ

ンで 12～3月ぐらいまで点灯しております。あとは、

ワンコインサービスといって、近くには、近所にお

じいちゃんおばあちゃんが多いもんですから、照明

の取り付けであったり、壊れた物があれば、ワンコ

イン 500円で、空いてる時間を使ってサービスをさ

せてもらったり、近所の敬老の日、おじいちゃんお

ばあちゃんに、敬老の日にありがとうとおせんべい

を配ったりとか。 

 その他の奉仕の活動、先ほどもお話ししましたけ

れども、児童養護施設の関連もサポートをしており

ます。 

 こんな感じなんですけれど、よろしいでしょうか。

一応私として、こんな人間ですけれども、これから

もよろしくお願いします。ご清聴ありがとうござい

ました。」 

 
 

クラブ奉仕委員会 ニコニコ担当 坂東裕樹様 

東京臨海ロータリークラブ  

株式会社ビクトリー 代表取締役 本多信雄様 

 

坂東会員 

「実は、イニシエーションスピーチ、いろいろとし

ゃべっているので、私はアナログな人間なので、あ

まり場を繋げないということで何かないかなとい

って、去年の 6月に私がロータリアンになるきっか

けとなった話を聞いてもらっ

たら皆さんのためになるかな

と思って、本日お呼びして話

して頂こうかなと思います。

それでは、親クラブである東

京臨海ロータリークラブパス

ト会長、並びに、京葉一生会

の初代会長、本多信雄様、よ

ろしくお願いします。」 



 
 

 

本多様 

「皆さん、こんにちは。15 分卓話を本日させて頂き

ます。本多信雄と申します。今日は、今、臨海の理

事さんにいらっしゃる数名の方の出会いのご紹介

をさせて頂きます。 

 最初は私の自己紹介を

させて頂くんですけども、

私は 2006 年、16 年前に

東京臨海ロータリークラ

ブに入会しています。現

在 58名在籍ですが、上か

ら数えてもう 8 番目とな

りました。ちなみに、東

京臨海ロータリークラブ

も、中小企業家同友会も、

全て栗山様は私の紹介で

入っております。私が全

て責任ございます。 

 ちなみに、うちのクラブの親分であります、17年

間お付き合いしている鈴木会員ですが、私どものク

ラブは、どちらかというとトラの教育をされている

クラブでございます。今日こちらの臨海西さんに、

久々に来させて頂いたんですけども、非常に品が良

くて育ちのいい方がいらっしゃって、橋くんみたい

に段取りが下手な人、この辺をちゃんと勉強して頑

張って欲しいなと思いました。 

 こちらにいらっしゃる会員の方で、油井さんとか、

先ほどお伝えしました鈴木さんとかは、この辺から

私がよく言われてる自己紹介の一個の中で、「お金

持ってるんだから信雄くん払えよ」ってよく言われ

るんですけども、私は 6年前に、まだ離婚が成立し

てないんですけれども、妻に個人資産を全てお渡し

をして、そこからゼロスタートで始まっております。 

 二つの生活を構えておりますので、なかなか資金

的にも大変なんですけども、それを補うために、毎

月ゴルフとマージャンに励んでおるんですが、最近

は栗山さんにマージャンで負け、油井さんにゴルフ

でかっぽじられるような状況でございます。 

 

 会社を、よく「脱税している」という代名詞で、

私、ご紹介されておりますが、過去にはもちろん、

本多の錬金術とかって訳の分かんないこと考えな

がらよくやっておりました。そこから、17～18年前

から鈴木錬金術に入れ替えて、現在は節税とクリー

ンな経営をしている本多でございます。 

 ちなみに、最近の悩みは、私 11 個の会社を経営

しておりまして、年商約 90 億ぐらいありますけど

も、三つの会社の運送会社が、なぜかこの直近 2カ

月の月次が赤字が出まして、うちのエースの、お金

を稼いでくれるところなんですけども、こんな最近

悩みも抱えております。 

 

臨海西にいらっしゃる数名の方々の出会い 

坂東会員との出会い 

私、坂東会員とは、平成 5年、三井住友海上とい

う会社で、私は大学卒業した後 2年で、保険の代理

店として先にスタートしている先輩でございまし

た。そこの新しく入ってきた三井海上の社員に坂東

会員がおりました。 

 そのときの出会いは、当然ながら先輩なので業務

を教えていく、契約を取ることに繋げていくってい

うことと、彼ともう一人同じような年代の子たちが

いるんですけども。その 3人で錦糸町の、今でも忘

れられないですけど、錦糸町のキャバクラで大豪遊

したあと、女の子、ものの見事に引っ掛かりまして、

当時 25～26 歳だったと思います。そのときに坂東

会員が言ったのが、「こうやってお金稼いで、毎日

こんなことができるといいですね」って話が、彼と

の出会いだったような気がします。 

 それから平成 7 年に私が会社を起業したときに、

彼と私の前の妻と、そこから今の会社を築いており

ます。坂東会員は、今でもうちのグループ会社の社

長をやって頂いたり、運送部門、加工部門のトップ

をやって頂いたり、私は、社員が全員で 360人ぐら

いですかね。建設資材を製作して運んで、天板の施

工をするというワンストップサービスを提供して

ます。 

 最近では、社員さんが住めるように不動産部門の

会社を設立して、うちの社員が喜んでもらうために

熟女クラブを買い取って、現在はガールズバーにお

ととい変更して、お店をやっております。場所と対

応については、坂東会員が今後連れてってくれると

思いますので、皆さんそこに参集頂けると助かりま

す。 

 

栗山パスト会長との出会い 

続きまして、坂東会員の次に、ここにいらっしゃ

る出会いで一番私の人生にいろんなことを影響を

して頂いた栗山パスト会長。彼との出会いは、平成

17年ぐらいの出会いだったかと思います。栗山パス

ト会長がまだ専務でいらして、確か 37～38 ぐらい

だったと思うんですけど、トラックのオプションの



 
 

 

改造でひときわ目立つ、体の大きい、声の大きい方

でした。 

 江戸川区が特にトラックの解体業という会社さ

んが多くて、その当時トラックの排ガス規制が出ま

して、車を買い取って捌くという業態が一気に急成

長した時代だったと思います。そのときに、私の地

元の同級生が、栗山さんが本多くんと食事したいよ

みたいなこと言ってたよということで、栗山さんと

お話しする機会が生まれました。その後に、今でも

忘れられないんですけど、経営の勉強したいんだっ

て言ってる栗山さんのことを、元々頭のいい方だっ

ていうのはあったんでしょうけども、そこから一気

に加速していく姿を、私はこの 20 年近いお付き合

いをしてるんですけど、おそばで見させて頂くこと

がありました。 

 栗山さん、基本的には、私にあまり深いところま

で教えてくれはしないんですけど、飲んで酔っぱら

ったときの本音と、朝、ゴルフに一緒に行くときに、

仕事の件だとか今こんなことしてるんだよってい

うのを秘かに情報収集していたのが、私の中ではす

ごい、栗山さんに印象的でした。 

 一番、やっぱり私が栗山さんに影響を受けた中で

大きかったことは、投資する投信ですとか、投資を

する物件ですとか、株とか、ほんとの細かいことま

では教えてくれないんですけど、入り口だけを匂わ

されるんですね。私も自宅はもちろん持ってはいる

んですけれども、そこから投資するということに対

して、本業を皆さんも伸ばしていくっていうことに

関してはいろんな興味があるとは思うんですけど、

そういう、本業以外でどういう利益を確保していっ

て、それを本業とマッチングさせていくのかってい

うのは、非常に栗山さんは私より先にいろんなもの

やられてて、それに影響を受けたのが、多分うちの

会社のこの 4～5 年いろんなことができるようにな

ったきっかけではないかなと思っております。 

 元々栗山さん

と、本当、数時間

のいろんなイベ

ントごとの中で

お会いする機会

の中で、すごくお

話だけをするの

が、ほんとに私の

人生の社会人人

生 30 年間を、非

常に影響に受け

たのを印象に思

っております。 

 

油井会員との出会い 

 続きまして、油井会員との出会いでございます。

油井会員は、元々は、当社がトラックを所有してお

りますので、それの修理工場先として、油井さんの

グループ会社のところにトラックの修理、車検等を

お願いするのが最初の出会いでした。 

 そこの会社は、その修理工場が、江戸川区にある

トラックディーラーのところがちょっと乗ってて、

普通のオーナー会社でやっている修理工場として

は、間違いなく江戸川区ナンバー1 の設備を備わっ

ているそういう会社でした。その規模ですので、年

に一度ゴルフコンペにお客さんを招待して、それが

18 年ぐらい前、約 20 年前ぐらいから、あそことは

付き合っているので、そこが一番最初の油井さんと

の出会いでした。 

 当然ながら、そこで、10年近くは油井さんを眺め

てるだけ見てるだけで。一番最初に油井さんと出会

って思った私の勘、印象なんですけど、「セレブ」。

なんか顔がセレブ。横に書いてるの「王子」みたい

な、そんな感じでした。油井さん、今日いらっしゃ

らないんですけど、20年ぐらい前というか、本当に

見るからに艶々でした。 

 ゴルフも、コンペに来てらっしゃる方が、お客さ

んですよ、その修理工場のお客さんをご招待してく

れるんですけど、大体 40～50 名ぐらいの中で、必

ず優勝しちゃって賞品もっていっちゃうの、全部油

井さんですよ。油井さんのお母さんが経営してた会

社なんですけど、今、油井さんの妹さんが経営して

るんですけど、「あんた、それ、辞退しなさいよ」

とかって言っても「だって欲しいもん」って言って

持って帰っちゃうんですよ。ほんとに見るからに王

子なんだなっていう、そんな印象がありました。 

 その油井さんが、栗山さんの繋がりで、もちろん

面識はあったんですけど、懇意にさせて頂くお付き

合いはこの 10 年ぐらいですかね。そのお付き合い

の大半の内容は、今でも私の中での試練だったんで

すけれども、朝、ゴルフに呼ばれて、ゴルフのプレ

ーでいろんなゲームをして、その後夕方 5時ぐらい

から、錦糸町のこの近くの雀荘に入って、雀荘で大

体、3 回か 4 回打って、その後油井さんの行きつけ

の錦糸町のキャバクラで VIP ルームに入って、2 時

間入るんですけど、女の子とほどんどしゃべらない

でカラオケの点数勝負をやるんですね。 

 ゴルフで勝ち負けやると大体 5 ポイント、6 ポイ

ントが動くお金ですね。マージャンで 2～3 ポイン

トぐらいなんですけど、カラオケのとこが異常に単

価が高いですからね。大体カラオケ 1曲 3分ぐらい

なんですけど、最後の方なんて罰金制度で、だんだ

んお金の集まりが悪かったりとかすると、1 番勝負

っていう、1 番しか歌わない勝負とかそういうこと

をして、カラオケで僕と栗山さんで大半を、僕と栗

山さん、決して歌が下手ではないんですけど、点数

が出ないんですね。点数が出ないことに対して、よ

く油井さんにそういうところを突っ込まれて、気が

ついたら 10 ポイントぐらいのお金が、最後のカラ

オケだけで 10 ポイントですよ。10 ポイント。で、

大半僕と栗山さんなんですよ。これが悔しくて、確

か西葛西にあったカラオケスナックみたいなとこ



 
 

 

ろで、2 人で練習しに行ったりとかするんですよ。

油井さん達に負けないために、どの歌が点数出るか

とか、そんなことを油井さんの出会いの中で私はし

ごかれたのかなっていう、そんな記憶がございます。 

 

KSJ メンバーとの出会い 

 最後に、次、KSJ のメンバーの方々、このクラブ

にもよくいらっしゃるんですけど、この人たちとは

平成 22 年ごろに、確か第 1 回目の鈴木塾というタ

イトルで、江戸川の修理工場、鹿骨にあるんですけ

ども、現らいおんはーとが在籍することでスタート

した記憶がございます。そのところで、もちろんう

ちも、トラの親とかああいう性格なんで、そこにい

らっしゃる方とその鈴木塾の中で、勉強するという

よりも、最初のスタートの頃はどうやってやったら

トラに怒られないでなんとかしのげるかって、そん

なのを KSJの今ここにいらっしゃる方々といろんな

雑談をしながら出会ったような気がします。 

 今は、いろんなクラブにも在籍してるんですけど、

確かに、臨海西にいらっしゃる方は恵まれてるんで

すけど、臨海東と江戸中にいる方は、KSJ の経営者

執行部のメンバーの方、ちょっとかわいそうだなと、

僕、ちょっと思うところはあるんですけど、今、臨

海軍団として、うちもボスが代わって成り上がって

きたことに対して、前向きに勉強することと、皆さ

んとチームを組んでネットワークを組んでいくこ

と、こういうことに関しては、非常に私はこの 20

年間近く、彼にいろんなことを教わったのかなと思

いました。 

 

京葉一生会について 

ほんとはもっと長くお話ししたいんですが、ロー

タリークラブとしての卓話は以上で終わらせて頂

いて。もし、こういった雑談と、今後の未来永劫、

皆さんのお仕事を受ける点ですとかそういうこと

が、もしお話をしたい場合には、次回 5月 20 日に、

京葉一生会という第 2回目の会合があって、こちら

はお酒を飲みながら、こんな雰囲気で報告する人、

周りでそういう打ち合わせできる人ってそんな雰

囲気で、一生会という会を今年度も設けさせて頂き

ましたので、ぜひとも夕方 4時から KSJの本社でや

っておりますので、そちらに皆さんご興味あったら

来て頂いて、そういったお話と社業の発展に結び付

くヒントを得て、皆さんもロータリー活動を励んで

頂きたいなと思っております。以上でございます。

ご清聴ありがとうございました。」 

 

■点鐘：西野充英会長 

「清水さん、卓話ありがとうございました。ほんと

に清水さんのおかげで、今チャイボラと繋がってま

すし、そういった意味では、我々の奉仕活動の方針

が、そこで決まったような記憶もしておりますので、

ほんとに過去のこと、惜しみなく前回のイニシエー

ションスピーチもお話し頂きました、ほんとにあり

がとうございました。 

 そして本多パスト会長、今日もほんとにユーモア

ある楽しいお話、いつ坂東さんがこのように話して

頂けるのかなと楽しみにしてるところではござい

ますが、デモを見せて頂きました。ありがとうござ

いました。また、引き続き一生会の方でもよろしく

お願いします。 

 それでは、これにて東京臨海西ロータリークラブ

第 84 回例会を終了致します。ありがとうございま

した。」 
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