
 

 

 

5 月 20 日の卓話  5 月 6 の出席率  6 月 3 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％ 

  

 

第３回クラブ協議会 

次年度第１回クラブ協議会 

 

青少年奉仕フォーラム 

青少年奉仕委員長 島崎久志様 

 

2022 年 5 月 20 日［第 90 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 89 回例会報≫ 

2022 年 5 月 6 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

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：田名網一嘉会員 

■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  発起人代表  

東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

■米山奨学生紹介：西野充英会長 

 今年度米山奨学生 雷 博強（ﾗｲ ﾊｸｷｮｳ）さん 

 前年度米山奨学生 オーチソムオンさん 

 

■卓話者紹介：西野充英会長 

●会場監督委員会 ソングリーダー担当  

岩崎裕馬様 

 

■ビジター紹介：雪丸隆史会員 

●大倉英樹様（飯塚憲貴会員ゲスト） 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●第 47回江戸川区花火大会の中止について 

●今年度米山奨学生の雷博強さん紹介・奨学金お渡

し・一言ご挨拶 

西野会長 

「先日、雷さんの成蹊大学に訪問して参りました。

担当の教授にご挨拶と RC の奨学生というのが、ど

ういうものかということをお伝えさせて頂いて、親

代わりとはなりませんけど、近くにいるおじさんく

らいなのでどうか何かあったらよろしくお願いし

ますとご挨拶させて頂きました。 

雷さんは日本文学を専攻されていて、近代のミス

テリー関係の勉強をされているということで、非常

に日本のこともよく勉強されています。例会で受付



 
 

 

とかやって頂いてるので、ぜひ積極的にみなさんお

声がけ頂ければと思います。」 

雷さん 

「私、連休で熱海に行きました。有名な『貫一・お

宮の像』に熱海 RC の設置したものとの文字を見つ

けて、面白いと思いました。昨日は、早稲田松竹映

画館に行きました。そこで、日本の古い映画『平成

狸合戦ぽんぽこ』を見てきました。というのが近況

です。」 

西野会長 

「雷さんは熱海には伊豆の踊り子号でいかれたん

ですね。「熱海と言えば伊豆の踊り子でしょ」って

私が言われましたので、流石だなと思いました。そ

のくらい日本のことが大好きでいらっしゃいます。

奨学期間は 2年間でございまして、このクラブで例

会・行事に参加して頂きますので、みなさんどうか

よろしくお願いします。」 
 

 
 

■幹事報告：三橋晶幹事  
                    

●5月のロータリーレートは１ドル 130円です 

●ロータリーの友 5 月号をメー

ル BOXに配布しました 

●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 

●本日、5月 6日（金）日台親善

会議の状況とオンライン URL

事務局よりメールしました

（4/27） 

 

■委員会報告 

●クラブ奉仕委員会 北林貴臣会員 

 「家庭集会の案内が事務局から送っ

ているので、参加・不参加、日時の変

更などもあればご連絡ください。よろ

しくお願いします。」 

 

●プログラム構成委員会 伊藤宏之会員 

「週報のご紹介をさせて頂きたいのですが、例会が

終わると週報を毎回作成して、みなさんに事務局か

らメールが配信されていると思います。これがどう

いう形で出来ているかということをお話しさせて

頂ければと思います。 

 当クラブ創立から最初に担当して頂いたのが武

井会員で、そのあと僕がやりまして、今、飯塚会員

がやって頂いてるのですけども、中々ヘビーです。 

実は一昨年に株式会社 RASHISA代表取締役岡本様

を卓話にお呼びしてお話をして頂きました。その株

式会社 RASHISA様は、幼少期に虐待を受けた方が大

人になって、その後遺症で、対人恐怖症だったり、

外に出ることが怖くて職に就くことができない方

を支援している会社です。文字起こしやホームペー

ジの作成などをそういう方々に斡旋して、自立支援

していこうという事業をされています。 

卓話で来てお話して頂いたときに飯塚パスト会

長が、週報大変そうだからそこに文字起こしを頼ん

だらということで、今現在も卓話部分を文字お越し

して頂いています。それが、単純に活動報告をして

いるということだけでなく、虐待サバイバーの方々

の自立支援に繋がっていて、この原資はみなさんの

会費から出させて頂いています。 

あまり見られている方いらっしゃらないかと思

いますが、例会に参加できなかった時のこともわか

ると思いますので、みなさんぜひ目を通して下さい。

目を通して、読みずらいとか、こうした方がいいと

かフィードバックして下さい。それで更にいい形に

なっていくと思います。これからコロナも縮小しビ

ジターの方も増えてくると思

いますが、その方々に週報を

お配りします。私たちの活動

がどういうものなのかを知っ

て頂く機会になると思います。

みなさん、まず自分たちから

読んで頂いて、どういうこと

をやっているか、しっかり把

握して頂けるようにお願い致

します。」 

 

■5月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日 岡田会員、松原会員 

●「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：（岡田竜司会員） 

「誕生日の日にフェイスブックを見ていたら、弁護

士の方が同じ誕生日だったみたいで、法律的には誕

生日の前日に人は 1歳年を取ると書いてありました。

小学校や中学校で一番最初に誕生日を迎えるのは、

4 月 2 日の方。4 月 1 日に 7 歳になっている方が学

校に入るみたいです。余談でした。 

37歳になりまして、朝起きるとアキレス腱が痛か

ったり、腰が痛かったりするのですが、年も段々重

ねてまいりましたので、自分の身体もメンテナンス

しながら、仕事の方も、一番重要な奥さんのポイン

トを稼ぐということも頑張っていきたいと思いま

す。ありがとうございます。」 



 
 

 

 
 

●奥様誕生日 金森会員夫人、西野会員夫人 

島崎会員夫人、武井会員夫人 

松原会員夫人 

 

●結婚記念日 木津会員、大西会員、清水会員 

 
 

■出席状況報告：継岩憲二会員 

⇒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、日台ロータリー親善会議福岡大会に

出席して来ます。例会出られませんがよろ

しくお願いします：斉藤実様 

（東京臨海 RC・当クラブ特別代表） 

(ご意向)岩崎さんイニシエーションスピーチよろ

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)岩崎さん、イニシエーションスピーチ、期

待しております：当クラブ三役 

(ご意向)岩崎さんイニシエーションスピーチよろ

しくお願いします：栗山会員 

(ご意向)岩崎さん、今日の卓話よろしくお願いいた

します。楽しみにしています：飯塚憲貴会

員 

(ご意向)熊倉さん、大星さん、三橋さん、来院して

頂き有難う御座います！！三橋さん次回

の親知らずの抜歯は安心していらっしゃ

ってください：松原会員 

(ご意向)西野会長、飯塚憲貴直前会長、お仕事あり

がとうございました。本日もよろしくお願

い致します：石田会員 

 

平井会員、油井会員、伊藤会員、継岩会員 

坂東会員、米井会員、橋会員、岸会員、大西会員 

島崎会員、岩崎会員、佐藤会員、北林会員 

飯塚正裕会員、岡田会員、本島会員、熊倉会員 

清水会員、武井会員、福本会員、雪丸会員 

田名網会員 

 

【31 件 103,000円 今年度累計 2,227,000円】 
   

   
ビジター紹介      司会 

雪丸隆史会員    島崎久志会員 

 

   
  出席状況報告    ニコニコ BOX報告 

   継岩憲二会員     大西聡会員 

 

■卓話 

当クラブ 会場監督委員会 ソングリーダー担当 

岩崎裕馬様 

「イニシエーションスピーチ」 

ゴールデンウイークは、皆さまどうお過ごしでし

たでしょうか。僕は、ゴールデンウイークというこ

とで、久しぶりに田舎の山形に行ってまいりました。

何しに行ったのかというと、とにかくゴールデンウ

イークだし、うまいもん食おうということで、まず

米沢牛を食べにいき、そこからラーメン。山形の文

化ってラーメンなんですね。一番のおもてなしって

ラーメンで、一番生産量も消費量も多いのも、山形

県といわれているぐらいラーメンが盛んな街で。そ

こで鳥中華という山形名物を食べてきました。 

 その次の日は、この間、ケンミン SHOW という番

組を見てましたら、ちょうど山形がやってまして、

団子屋さんの紹介をしてたんですね。これはすごい

おいしい、有名、さらにインスタ映えがするという、



 
 

 

団子に生クリーム載せまくったり、マカロン載っけ

たり、これ団子なの？っていうような団子を紹介し

ておりまして、これは行くしかねえと。で、その団

子屋さんに行ってきたんですけど。 

 何とあの田舎の山形県で、ほとんど人も歩いてな

い山形なのにもかかわらず、行った瞬間にもう大行

列で。車は渋滞してるわ、人はぎょうさんいるわ、

どうするんだと。だけどここまで来たからには、絶

対並んで買おうと思って並び始めたんですけど、10

時半ぐらいから並んで、買えたのが 1 時 45 分ぐら

い。3 時間以上。その日、いろんな観光地予定して

たんですけど、そこで 3時間取られちゃって、気持

ちが落ちたもんで。食べた後、その団子もまあまあ

普通で、こんな並ぶ価値あったのかなと思うぐらい

な団子だったんで、ちょっとほろ苦い思い出という

か、いい思い出になったのかなと思います。 

 そんな感じで、ゴールデンウイークを過ごしてま

いりました。皆さんも恐らく充実した連休をお過ご

しだったのかなと思うので、まだ最終日は迎えてま

せんが、あと何日かありますが、いい思い出皆さん

で作っていけたらなと思いますんで、よろしくお願

いします。 

 その中で、ゴールデンウイークの中のイニシエー

ションスピーチということで、大役を頂きまして、

まさかの今日、二瓶会員もいて、15 分・15 分って

いう役割だったんですが、何と、いいのか悪いのか

分かんないですけど、まさかの二瓶さんが今日は出

席されないと。おい岩崎、いっぱいしゃべれと西野

会長からお電話を頂きまして、じゃあしゃべらせて

くださいと。作っていた資料をもう一回作り直して、

連休中に作り直させて頂いて、尺を稼げるように作

ってまいりました。 

 連休中というこ

となので、みんなが

楽しく、特に今、ご

飯食べた後ってめ

ちゃくちゃ眠いじ

ゃないですか。眠く

ならないように、ゴ

ールデンウイーク

中ということで、楽

しいイニシエーシ

ョンスピーチをや

らせて頂きたいと

思います。 

 

自己紹介 

ではまずこの表紙からですね。結構いろいろと作

ってまいりました。新時代のカリスマ社長、雅建友

会会長、ネオン街のシャンパン王子、みんなのソン

グリーダーと、いろんな肩書が実はあります、僕。

42年間生きてきたので、いろいろいわれ続けてまい

りました。建築金物界のファンタジスタ、これなん

か、自分で言ってるだけなんですけど。誰にも言わ

れてはいないんですけれど、こんな肩書があります。

その中で、次年度職業奉仕委員長という、まさかの

こんな僕がこんな大役を頂けたということで、今後

一層頑張って精進していきたいなと思います。大星

副会長、よろしくお願い致します。 
 

 
 

株式会社岩崎興業代表取締役、100 年に 1 人の逸

材、岩崎裕馬、自分で言っちゃいました。もう自分

で言っちゃいます、僕は。ほんとにいろいろと不適

切な表現、言葉あると思うんですが、皆さま、何と

か、楽しいなと思ったら拍手だったり笑顔を頂けれ

ば、僕のモチベーションに変わるのかなと思うんで、

楽しかったら拍手ください。ありがとうございます。

じゃあ次いかせて頂きます。 

 

生い立ち 

 誕生日が 1979年の 10月 13日生まれ。血液型、A

型中の A型。こだわり抜いた典型的な A型なのかな

と、自分では思っております。出生地、福島県で生

まれたみたいなんですけど、全く記憶がございませ

ん。幼少過ぎて覚えてません。その中で、今度山形

県、そして埼玉県で幼少期を過ごして、小学校 2年

生の頃に東京都江東区の亀戸で人生の大半を過ご

すという中で、小中と亀戸で過ごして、10 代、20

代前半ぐらい、ほとんど亀戸の方にいました。 

 家族構成、妻が 1人います。妻 1人の長女、今中

学校 1年生になりました。そして次女、小学校 5年

生。そして長男、今幼稚園の年中になります。全部

で 5人家族で生活しております。この写真も、昨年

のロータリーのクリスマス会で撮って頂いた写真

で、すごくいいなと思って、この写真使わせて頂き

ました。これ以外にあんまり写真もないっていうの

もあったんで、これが一番よかったかなというとこ

ろもありました。 

  



 
 

 

趣味、格闘技観戦。僕、昔から格闘技が大好きで、

格闘技を見に行くっていうのが、趣味として、必ず

イベントがあれば見に行ってるというところです。

あとは親睦活動という名の飲み会ですね。これはあ

くまでも親睦活動、遊びではありません。皆さまと

コミュニケーション取りながら、今後いいお付き合

いができるための飲み会だと、僕は思ってます。そ

してゴルフ（！？）っていう、ちょっとはてなマー

クもあるんですけど。最近ロータリーに入らせて頂

いて、ゴルフをやる機会が増えて、今やっと趣味っ

て言えるぐらいになってきたかなと思っている次

第ではあるんですけど。なんせまだまだ下手ですの

で、皆さんにいろいろ教えてもらいながら成長でき

たらなと思っております。 

 

人生の転機 

人生の転機は 30 歳。ここは僕の人生のターニン

グポイントになる年になります。30歳になったとき

に結婚をしまして、そして長女の誕生もあります。

そこで初めて会社を起業するという方向で動き出

した年です。この頃はほんとにお金がなくて、もう

どうしようかと。独立するとは言ったものの、お金

もなければ結局、起業も独立もできません。だけど

その中でも、ずっとやってきた仕事、9 年ぐらいず

っと下積みやってきた、建設業をやりながら培って

きたノウハウと、あと絶対自分ならできるという自

信があったので、独立を決意しました。その先には

結婚という、妻もいて、子どもが生まれるっていう

とこだったんで、何とかこのまま小さな家族を守っ

ていたいという一心で独立をして。 

 その中で、江東区に住んでたんですが、江戸川区

という町を選ばせて頂きました。何で江戸川なの？

っていうと、江戸川区は子どもに対してとか、すご

く支援して頂いてると聞いておりましたので、それ

だったらと。江東区に比べたら家賃も安いし、駐車

場代も安いし、物価も安く、いろいろ暖かみもあっ

たんですね、江戸川区には。多少知り合いがいまし

たので、それで江戸川区に来させて頂きました。  

そして現在、3 人の子どもに恵まれ、格闘技、そ

して焼き鳥、そしてシャンパン、そして何より建築

金物をこよなく愛する 42 歳へと成長させて頂きま

した。ありがとうございます。 

 

人生の流儀・憧れたヒーローたち 

 岩崎裕馬を一言で表すと何ぞやと。ただのかっこ

つけマンです。僕はかっこつけて生きてきた人生で

おります。じゃあ岩崎裕馬の人生の流儀としまして、

かっこつけて生きる、これに限ると。ずっと僕はこ

の人生で生きてまいりました。何がかっこいいのか、

何がかっこ悪いのか、ここが重要になってきてると

ころでした。 

 かっこつけマンが出来上がるまでのヒストリー

ということで、数々のヒーローに憧れ、かっこいい

かどうかが行動の指標となった。僕は決断するとき

に、いつも考えることが何が正しいの判断が、まず

かっこいいのか、かっこ悪いのか。これがすごく重

要で、僕の中の行動の指標となって、決断するべき

がそこですね。まずこれはかっこいいのか、かっこ

悪いか、いけてるかダサいか。そういった中で、決

断をしてくる人生を歩んできました。 
 

 
 

 僕を紹介する上でまずかっこつけマン岩崎が憧

れたヒーローたちということで、どういうところに

憧れて人生歩んできたか、ご紹介させて頂きます。  

 まず『サンバルカン』、皆さん、ご存じでしょう

か。『サンバルカン』知らないですか。これは 4 歳

から 6 歳ぐらい、僕の中のスーパーヒーローです。

サンバルカン、特にこのレッドですね、真ん中の。

かっこよくてかっこよくて、憧れて、ビデオ撮って

何回も見てました。 

 次ですね。『ドラゴンボール』、これはご存じです

ね、皆さん。『ドラゴンボール』、孫悟空&ベジータ。

元々、僕、孫悟空大好きだったんですけど、こんな

地球を救うヒーローって今までいたかというぐら

い、大規模な、地球を救う、めちゃめちゃ強いやつ

らを倒していくという物語なんですけど、そこの孫

悟空という人間の成長物語を通じて、僕も成長させ

てもらったと思います。その中で、今度、クールな

中に熱い闘志を持ってるベジータに憧れて、悟空じ

ゃねえのかいっていうとこなんですけど、途中から

ベジータが好きになりました。 

 BOOWY、氷室京介。これ、伝説のバンドですね。。

群馬県が生んだスーパースター、氷室京介です。こ

れは僕、9歳から 11歳、小学校の同級生のお兄さん

から初めて BOOWYというものを教えて頂いて、家で

ビデオを見させてもらったんですけど、そこからも

う嵌ってしまいまして。世の中、こんなかっこいい

人がいるんだと思い、その次の日からコンビニで、

頭固めるムースですか、あれを買ってもらって、か

っこつけて学校に通ったという思い出があります。 

 今度は『ビー・バップ・ハイスクール』ですね。

これも皆さん、ご存じですね。絶対通ってきてます

よね、皆さんも。ここも、僕の通ったところってい

うの、この仲村トオルがかっこよくてですね。僕、

中学校も高校も学ランの学校に通ってました。絶対

に学ランじゃなきゃ嫌だという自分の中のこだわ

りで通ったんですけど、それはなぜかというとこの

『ビー・バップ・ハイスクール』、これがかっこよ

過ぎて、ブレザーなんてそんなチャラいの着れない

よと。俺は硬派だという思いで、短ラン、ボンタン

だとか買った時期もありまして、先生に怒鳴られて



 
 

 

持ってかれて、なんだったんだって言いながら家帰

ったこともあります。 

次ですね。われらが SMAP、キムタク。これ、知ら

ない人いないですね。キムタクってのは、20世紀最

高の色男と称されるぐらいの男で、ここをマネとけ

ばモテるだろうと、そういう安易な気持ちでキムタ

クを好きになりました。 

 次、ここから急に変わるんですけど、ヒップホッ

プアーティストの 2PAC。アメリカ西海岸のスーパー

スターで、今は亡きというか、この人の半生がめち

ゃめちゃかっこよくて、最期は銃弾で撃たれて死ん

でしまうんですけど。この人の物語がすごく影響受

けたヒップホップでラッパーの方も多い。その中の

1 人として僕も大好きで、ずっとこの時期この曲ば

っか聴いて、渋谷センター街を歩き回ってました。 

25歳から30歳、格闘家の山本”KID”徳郁。これ、

大好きな格闘家ですね。今でも大好きで大好きでし

ょうがないんですけど、何がかっこいいかって、や

っぱりファイトスタイル、めちゃめちゃかっこよく

て。4 秒で相手を秒殺するという快挙を成し遂げた

り、勝った後リングの上で言うせりふが「やっぱ俺

強え。俺かっこいい」。自画自賛するんですよ。自

分で自分を認めてる。そんな男をかっこいいなと思

いまして、いつかは僕もこういう人間になりたいな

っていう思いで、自信を持とうと教えてくれたのが

この方です。 

 31 歳から 39 歳。ハリウッドスター、ジョニー・

デップ。世界に羽ばたこうと。日本だけじゃないん

だと。世界のスターを見習って、一流になるには一

流に触れなきゃっていう言葉がある通り、一流の俳

優の動きをマネて、これか、世界はという実感させ

られたところであります。 

 次に憧れたスターがこちらです。皆さん、ご存じ

でしょうか。39歳から現在、僕の一番の憧れはこの

方です。ロータリー創設者、ポール・ハリス様。今

この場にこうして僕らが居れるのも、ポール・ハリ

ス様がいたからこそ、レバントで食事を楽しんで、

こんなお話もさせて頂いてます。この先駆者でレジ

ェンドのポール・ハリス様。この人を見習って僕も

生きていこうかなと、今は思っております。 

 
 

新時代のカリスマ社長ができるまで 

 ここはもう勝手に言わせてください。カリスマ社

長が出来上がるまでの説明をしていきます。まず現

職に就いたのは 22 歳。小学校の同級生に連れて行

かれた建築金属施工会社に就職しました。ここで人

生初めての挫折っていうのを味わいます。 

 今までの生き方で生きてきたときに、自分で言う

のもなんですけど、そこそこ何でもやれたというか、

大体中間よりは上に行けて、できなかったものがあ

んまなかったんですよ。っていうところで、やって

いきながら、今回この仕事に就いたときに、人生初

めての挫折ですね。それは何かというと、結構調子

に乗ってその会社に就職して、俺なら何でもできる

よと、社長、俺を見ててくれと。絶対成功するから。

みんなが 10 年かけるところを、俺 3 年で成功させ

るよって豪語してました、初めから。 

 その仕事をやったときに、金属施工会社なんです

けど、まず鉄板に穴を開けるという作業があるんで

すね。その穴を開けるっていっても、3.7mm という

ごく小さな穴を、鉄板に開ける作業です。これはど

ういう風に開けるのかというと、インパクトドライ

バーというものに、先端にドリル形状になってるキ

リを付けて、鉄板に向かって穴を開けていくという

作業なんですけど。何せ、こんなごく単純な、皆さ

んからしたら、たかだか 3.7mmだろうと。そんなの

も開けられねえのかって思うじゃないですか。これ

がめちゃくちゃ難しくて。3.7mm の穴を開けるのに

1 日かかりましたね。朝からやって、全然穴も開か

なければ、キリと呼ばれるものなんか力の加減で折

れちゃったりだとか。あとはずっと金属に穴を開け

るっつうんで、摩擦できりの先端が焼けて、使い物

にならない状態になっちゃうんですね。なので、た

かだか 3.7mmの穴も開けられないおまえが偉そうな

こと言ってんじゃねえと、そこの社長にめちゃくち

ゃ怒られまして。「今まではおまえ、それでいけた

かもしんねえけど、社会ってこういうもんだ」って。

「たかだかこれもできないおまえが粋がるなよ」と。

そこで、人生で初めての挫折かなと、悔しいなと思

ったところです。 

 そこでなかなか結果が出せず悔しくて、建築金物

の世界に嵌っていきます。どうせやるなら金物職人

のナンバーワンを目指すという思いで、一生懸命頑

張ってきました。そこで 30歳に建設業「岩崎興業」

をスタートさせる。このときは個人事業主として、

まだちっちゃく、僕 1人と、あと経理の妻と 2人で

スタートした会社になります。 

 その中で僕らがいつも言ってるのは、「BUILDING 

IS ART.」、われわれは建物という芸術品を創る職人

アーティスト集団ですと。めちゃめちゃかっこよく

ないですか、この言葉。めっちゃ気に入ってるんで

すよ。僕の会社案内だとかカタログにも必ず入れて

る言葉であります。ちょっとこれ、かっこつけのと

こですね。 

 経営理念。これは「モノづくりはヒトづくりから」

というところで、経営理念を掲げて会社をやらせて

頂いてます。まずモノをつくるには、絶対ヒトの力

が必要であって、モノをつくる前にヒトをつくろう

と。しっかりとした、財力の財、いい人財を育てて



 
 

 

いくように今、頑張っています。あとは行動規範と

して 10 カ条、これはうちの社員みんなに言ってる

ことです。安全第一、品質第一、技術第一、法令第

一、挑戦第一、誠実第一、尊重第一、笑顔第一、感

謝第一、貢献第一。これを 10 カ条としてお仕事を

させて頂いております。 
 

 
 

建設業の内容 

 ここからは仕事の、どんなものをやってるのかと

いうお話をさせて頂きます。建設業といってもいろ

んな種類があるんですが、その中でも金属工事と鍛

冶工事を 2本柱として、建物の基礎から仕上げまで

を一貫して行う取付施工会社になります。 

 どういうことやるのかというと、一般住宅からビ

ルやマンション、商業施設やテナント、駅や空港と

幅広い工事を受注して、新築、改修、鉄道、公共と、

あらゆるプロジェクトに対応させて頂いています。

全て建設業なくては成り立たないと僕は思ってお

ります。私たちの生活の中で欠かすことのできない

職業であると自負しております。みんなの住む住宅、

休日に遊びに行く商業施設、そして仕事をするため

のオフィス、移動手段である鉄道、空港だったりと

か、これは生活の上でなくてはならないと思います。

そういったものを僕らが作ってるという自負の下、

やっております。 

 建築業の花形、金属工事とはどんなものかといい

ますと、建築物の仕上げ・装飾になります。具体的

に言いますと、まず建築装飾金物と呼ばれる、金属

加工によって製作されるオーダーメードの金属製

品の取付作業を行っております。そこにはスチール、

ステンレス、アルミ等の世の中の金属を巧みに操る

技術は、まさに圧巻の仕事です。建物の最終仕上げ

作業となるので、お客さまの目に映る一番の見せど

ころとなります。建物の装飾を形作る工事なので、

高級感、こだわりが随所に表現される仕事になりま

す。金属を設計図に合わせて、お客さまの希望に合

わせてオーダーメードで作る、それが外壁だったり

とか天井だったり、手すりだったりとか、建物の中

の全ての金属に対応させてもらっております。 

 
 

 あとはこっちですね。建築業の裏番長「鍛冶工事」

とは。鉄骨工事の総仕上げになります。これは何か

といいますと、鉄骨を設計と寸分の狂いもなく組み

上げるのに欠かせない作業が、鍛冶工事となります。

建設工事で必要な鉄骨や鋼材を切断したり、曲げた

り繋げたりする作業になり、組み上げた鋼材が建物

の根幹である外壁、天井、屋根、そして内装工事の

シャッターや自動ドアの重量物を支えている建物

の基板となる重要な仕事となります。 

 
 いろんな工事をやってると思うんですけど、こう

見てると、鉄骨だったりとか軽量下地とかそういっ

たもので、今、隠れちゃって見えない状態なんです

ね。ただこの天井の裏には何があるかっていうと、

強度を保つために鋼材で組んだ鉄骨というものが

天井内に流れており、そこに天井材を張り付けると

いう流れになってます。ですので、これがないと建

物を作り上げられないことになります。 

    

あとは金属工事事業部内容としては、こういった

内外装金属パネルとか、天井のスパンドレル、ルー

パー、あと各種手すりだとか、いろいろと作業させ

てもらってます。鍛冶工事の方ですね。シャッター

の下地、石の下地、壁下地、屋根下地と、鋼製下地

とか、いろいろ下地関係をやっております。この 1

ミリにこだわる確かな技術がお客さまの満足度に

つながっていきます。作品として残る仕事は一生の



 
 

 

宝となり、生きた証となり、会社の歴史となり、醍

醐味となっております。岩崎興業は無限の独創性を

込めた作品と、付加価値の高いサービスをお客さま

にお届けしております。 

 その中でこういった写真を、これ

は実際に施工をした会社の現場の写

真になるんですけど、天井のパネル

と呼ばれるものだったりとか、階段

の手すりですね。一番左側の金色が、

インターホンの金属加工によって作

られたものです。これも特殊加工で、

いろんな金属の表面に仕上げを施し

て、ああいった模様を作ったりして

おります。 

 あれも天井の装飾品ですね。これも外壁からの作

業になって、左側が今隠れちゃって見えないと思う

んですけど、下地と呼ばれるものですね。それを付

けてから壁を張ってい

くよという流れになっ

てます。あとこれは羽

田空港ですね。空港の

工事で、空港の外部の

通路の天井のパネル作

業というものをやって

おります。 

 これも商業施設の中の天井ですね。右の写真が下

地を組んで、パネルを張ってるところの写真になり

ます。これも芝浦の建物の現場で、吹き抜けのバル

コニー天井のルーパーと呼ばれるものになります。

これも芝浦のブランズタワーという建物の屋上の

作業風景です。これが国際展示場ビックサイトで作

業しているところになります。右の写真が僕です。

僕が今、手すりの取り付けの溶接をしている写真に

なります。こういった手すりとかも重量物になるし、

強度も必要なんで、溶接とかでくっ付けて、台風と

か来ても外れない仕上げになっております。 

 
 

経営課題・今後の野望 

 経営課題として今僕が考えてるのは、昔の 3K を

覆して新しい 3K を創出したいと考えております。

昔の 3K って何なのかっていうと、昔はきつい、汚

い、危険と、そういうふうにバブル時代、揶揄され

る呼ばれ方をしてたんですけど。今は、そういう思

いでいると少子高齢化も伴い、建設業でも人数が限

りなく少ないという現状がありますので、これを打

破するために新たな 3Kを創出したいと考えてます。 

 一つ目の 3K は、まずかっこいい仕事をしていき

たい。二つ目は、稼げる仕事をしていきたい。三つ

目、感動を与えるっていう。僕らの仕事は自分たち

で感動するような仕事、それをしていこうと。それ

をやりがいだったりとか、みんなのモチベーション

に繋がるのかなと思っております。 

 僕の野望として、さらにかっこよさに磨きをかけ

て、建設業界の発展と自社業務に精進し、世の中に

貢献する。そして利益第一の目的の下、一家一族一

門の絆を守り、業界ナンバーワンからのオンリーワ

ン、そして俺は TEPPENになる。言い切ります。TEPPEN

になる、ここまで言い切ります。 

 これはイメージしないと具現化しないと思って

ますんで、ここまで言い切った方がいいと僕はいつ

も思っております。今の言葉も、実は発起人代表で

ある鈴木総代のお言葉で、非常に僕、感銘を受けて、

この言葉をすごく大事にさせて頂いてて。これを僕

の社員だったりとか僕の家族だったりとかにも伝

えるぐらいほんとに好きな言葉で、鈴木総代、あり

がとうございます。 

 最後に、僕の考える究極のロータリアン、それは

『それいけ！アンパンマン』です。これは何でかっ

ていうと、アンパンマンは自分の身を犠牲にして、

自分の頭をあげちゃうわけですよ。困ってる人、お

なかすいてる子にあげちゃったりする。これってな

かなかできるもんじゃないと僕は思っております。

こういう気持ちがないと、ロータリーっていう活動

もできなければ、無償の愛じゃないですけど、見返

りを求める愛じゃなく、ちゃんと誰かのためにやっ

てあげたいと、平和を守りたいっていうのが一番表

れてるのがアンパンマンだなと、僕は考えておりま

す。これも子どもに教わったんです。子どもと一緒

にアンパンマンを見てるときに、これだな、ロータ

リーはというところで、今、年中の 4歳の子どもに

教わったところがここであります。じゃあ最後、ご

清聴ありがとうございました。 

 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 西野充英会長 
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