
 

 

 

6 月 17 日の卓話  6 月 3 の出席率  7 月 1 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 28 名 

 会員欠席者数 12 名 

 本日の出席率 70％ 

  

新年度初例会 

「三役挨拶」」 

会 長 大星太郎 様 

副会長 三橋 晶 様 

幹 事 継岩憲二 様 

最終夜間例会 

「退任挨拶」 

会 長 西野充英 様 

副会長 大星太郎 様 

幹 事 三橋 晶 様 

2022 年 6 月 17 日［第 92 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 91 回例会報≫ 

2022 年 6 月 3 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：平井修二会員  

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 西野充英会長 

■国歌斉唱：  

■ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■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 

■来賓紹介：西野充英会長 

●国際ロータリー第 2580 地区  

今年度 ガバナー補佐 荒井知久様 

●国際ロータリー第 2580 地区  

今年度 分区幹事 山本昌之様 

●国際ロータリー第 2580 地区  

次年度 ガバナー補佐 髙橋映治様 

左から第 2580 地区今年度分区幹事 山本昌之様 

第 2580 地区次年度ガバナー補佐 髙橋映治様 

第 2580 地区今年度ガバナー補佐 荒井知久様 

 

■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 

 

■ビジター紹介：岡田竜司会員 

大阪天王寺ＲＣ 川上哲司様 

天田幸宏様（飯塚憲貴会員ゲスト） 



 
 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●東京ロータリークラブより「東北すくすくプロジ

ェクト 2020.2021」活動報告書が届きました 

●今年度米山奨学生ライ・ハクキョウさん紹介・ 

奨学金お渡し・一言ご挨拶 

 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  
                    

●6月のロータリーレートは 1ドル 127 円です 

●ロータリーの友6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 

●次年度地区大会は3日→2日に変わりました 9/9

（金）会長幹事会・10（土）本会議 

また 2日目の会場が変更となります。1日目：2022

年 9 月 9日（金）セルリアンタワー東急ホテル 

2 日目：2022 年 9 月 10 日（土）グランドプリン

スホテル新高輪 

●地区大会の御礼と動画公開のお知らせをメール

しました（6/2 事務局） 

●【NPO 学習基金】活動報告会のご案内を後方に掲

示してあります。ぜひご覧ください 

●6月 17 日（金）最終夜間例会の出欠が本日までと

なっております。お返事がまだの方は受付または

メールでお返事ください。また二次会もあります

のであわせてお願いします 

 

■委員会報告 

●家庭集会監事：北林貴臣会員 

「はじめて家庭集会の段取りをさせてもらったん

ですけど非常に面倒臭い。お店の手配、人の手配、

これを毎回毎回やるとなるとすごい大変なんです

けど、その中でいろいろと調整しないといけないこ

ととか、ネゴを取らないといけない人とか色々いる

んで、すごいいい勉強にはなったと思います。 

ぜひ次回誰かやってください。」 

 

●5/31 にあった地区大会の感想 

島崎久志会員 

「毎回地区大会参加してるんですけど、今回の大会

は非常に趣向を凝らしていて、若林ガバナーが色々

と考えて企画されたんだなと思った内容でした。 

特に変わったところというか、今風なのがすごい映

像を多用していて、見ていて飽きないものでした。 

それから、メインイベント、表彰がございまして各

クラブの取り組み、そういったもの紹介されていて、 

地区大会に参加することで他所のクラブがどんな

ことやってるのか知るいい機会になりました。 

壇上に西野会長や各クラブの会長があがり、皆さん

でクラブを盛り上げていく地区大会というような

コンセプトでやっていたということが、非常に印象

に残りました。 

ぜひ次回の大会皆さんで参加していきたいと思い

ます。」 

 

清水孝弘会員 

「私は初めて参加させて頂きました。 

私も何もわからないような状態だったんですけど

も、参加することでいろいろと覚えていくこと、ロ

ータリーとは何なんだとか考えることができるか

なと思っています。 

最後にソングリーダーがいらしゃいまして、すごく

躍動感のある指揮をされていましたが、うちの二瓶

会員の方がうまいと思いました。」 

 

西野充英会長 

〇地区大会について 

「いい地区大会だったと思います。 

会長幹事会で 99 歳の方がほとんど原稿を見ずに立

って 40 分近いスピーチをされる姿を見るとものす

ごい人だなという風に思いますし、戦争体験者でも

あるという話も聞いて、会場の皆さん泣いてたんじ

ゃないかなと思うくらいのいいスピーチだったと

思います。改めてもう一回聞きたいなという風に思

っています」 

〇東京ロータリークラブについて 

「東日本大震災で被害を受けたこどもに目線を置

いた奉仕活動なんですけど、こどもとお父さん、お

母さんが集まれる施設をいろんなところに作られ

ていて、何がすごいって東京の体育館ってすごいな

というのがあって、規模ですね。総工費 9000万とい

うことで、とんでもない額だなということを思いま

した。日本のロータリーの始まりのクラブで、メン

バーも 300人くらいいるということで聞いておりま

すけども 10 年間でそれくらいの事業費をかけて奉

仕をされたということです。 

ロータリーって一回始めるとずっと続けるという

ことが多いんですけども、これ終わりの報告なんで

す。事業が終わりましたという報告でもあるんで、

継続することも一つなんですけど、終わりをもって

いくというところも我々も考えていかないといけ

ないのかなという非常に勉強になりました。 

ぜひ次年度の 5代奉仕委員長の皆様には、ぜひ見て

頂きたいなという風に目を通して頂きたいなと思

いますのでよろしくお願いします」 

 

 

 

 

 



 
 

 

■出席状況報告：間野勉会員 

⇒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：坂東裕樹会員 

(ご意向)本日はお世話になります： 

荒井知久ガバナー補佐・山本昌之分区幹事 

(ご意向)本日のクラブ協議会よろしくお願いしま

す：髙橋映治次年度ガバナー補佐 

(ご意向)今日はこれから国際大会に行ってきます。

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)荒井ガバナー補佐、山本分区幹事、一年間

大変お世話になりました。高橋映治さん、

来月からよろしくお願いします！： 

当クラブ三役 

(ご意向)クラブ協議会、よろしくお願いします： 

石田会員 

(ご意向)本日は西野会長での最後の通常例会、宜し

くお願いします：間野会員 

(ご意向)本日は ISOの審査のため出席出来ませんが、

よろしくお願いいたします：大西会員 

(ご意向)いつも有難う御座います：本島会員 

 

油井会員、岸会員、二瓶会員、伊藤会員、橋会員 

平井会員、飯塚正裕会員、岩崎会員、米井会員 

坂東会員、島崎会員、継岩会員、武井会員 

佐藤会員、岡田会員、北林会員、倉持会員 

雪丸会員 

 

【28 件 85,000 円 今年度累計 2,413,000 円】 
 

    出席状況報告         ニコニコ BOX 報告 

間野勉会員            坂東裕樹会員 

 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 西野充英会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 2回クラブ協議会・次年度第 1回クラブ協議会 

例会終了後に続き 

●国際ロータリー第 2580 地区  

今年度 ガバナー補佐 荒井知久様 

●国際ロータリー第 2580 地区  

次年度 ガバナー補佐 髙橋映治様 

にご参加いただき、 

「第 2回クラブ協議会・次年度第1回クラブ協議会」

を開催しました。 

また、荒井知久ガバナー補佐、髙橋映治次年度ガバ

ナー補佐よりご好評をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

春の家庭集会報告（新小岩Ａチーム） 

日時 2022 年 5 月 18 日（水）18：00～ 

会場 千照庵 

リーダー 金森会員 

参加者 大星副会長・髙橋会員・熊倉会員 

栗山会員・間野会員（6名） 

 

【ロータリーに入ってよかった事、勉強になった事とは

何か？】 

【大星会員】 

・親睦と奉仕に携わり、具体的に何をやっていくのか、

奉仕の機会を頂けた 

 又、会員と仲良くなり例会が行くのが楽しくなってきた 

・数字への捉え方が変わってきた事で経営への意識変

革となっている 

・自発的に物事をとらえ行動できるようになってきた 

 

【金森会員】 

・自分の為に例会等、参加行事には積極的に参加をし

ていきたい 

・すべてが学の場で有る。特に金融に対しての意識が

変わった 

・自身の足りない所（整理、整える事）の意識と助言や

学ぶべき事が沢山ある 

 

【高橋会員】 

・RC の仲間の意識や行動に感銘し自身も刺激をもらい

人間力の向上、人への尊敬から親睦へ具体的・RC 仲

間の意識・行動とは 

・全てにおいて素直である。嘘偽りがない。解からない

事は解からないから教えてね 

・知らない事への意識。逃げず、自分事として捕らえ挑

戦する。その事を何気なく普通に実践していく姿には、

日々共感し共鳴される 

 

【間野会員】 

・自身の業界が狭い為、幅広い業種の方とのかかわり

が出来る事が楽しみであり、刺激・影響を受けている。 

・身近なお手本がロータリーの仲間にいる事が心強く

勉強になる。足りない事に気づかされる。 

・ロータリアンなったことで変な行動へできない自覚。 

 

【熊倉会員】 

・お仕事を即頂けた事に感謝とロータリーの偉大さを実

感 

・様々な事に勉強になる。 新たな気づきがあった→作

業服といった新たな分野にトライしている 

 

【栗山会員】 

・人との出会いの重要性と有難さ（感謝） 私と出会った

人がどう変わっていくのか。そこに楽しみがあり又影響

を受けている。自身から得られる物があったと言われ

ることが本当に嬉しく思う 

・社長を辞められることが出来た。→人に任されるよう

になった 

・皆さんの志の高さに感銘している 

 

春の家庭集会報告（新小岩Ｂチーム） 

日時 2022 年 5 月 18 日（水）18：00～ 

会場 千照庵 

リーダー 飯塚正裕会員 

参加者 西野会長・三橋幹事・伊藤会員・佐藤会員

（5名） 

【飯塚正裕】 

・色々な人と知り合えて、考えを聞けて、仲良くなること

ができた 

・チャイボラ、児童養護施設等の支援が足りていない

状況をしることができた 

・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】 

・困っている団体等を知ることができ、皆さんと一緒に

奉仕や支援ができるようになった 

・一人じゃできないことも、皆さんと一緒ならできること

がわかった 

・幹事になったことで、ロータリーについて勉強する機

会が増え、自クラブの皆さんはもちろん、他クラブの皆

さまとのコミュニケーションの機会が増えた 

 

【伊藤】 

・意識の高い大人と会話をする機会が増え、自分自身

のモチベーションも上がり、ちゃんとしていかないといけ

ないと思うようになった 

・入会後、例会の映像に関する仕事を与えていただい

たことで、それを新しい自社の仕事として広げることが

できた 

 

【西野会長】 

・同じ経営者として競い合いあいたいと思うようになり、

独立するきっかけとなった 

・まだまだ知らないことがいっぱいあったことに気が付

いた 

・言動に気を付けて、きちんとした人間になりたいと思う

ようになり、良いこと(奉仕や支援)がしたいと思うように

なった 

 

【佐藤】 

・今までは知りえなかったような団体等を知ることがで

き、奉仕や支援をする機会を得たこと 

・例会に出席し、奉仕や支援について真剣に取り組む

ことが、自分自身の人間性の向上と、会社の業績向上

にも繋がってきているような気がする 

・志の高い仲間と知り合えたこと。また妻を大事にでき

るようになった 

 

 



 
 

 

春の家庭集会報告（葛西Ｃチーム） 

日時 2022 年 5 月 24日（火）18：00～ 

会場 和食割烹ぎん 

リーダー 米井会員 

参加者 大星副会長・三橋幹事・武井会員 

継岩会員・岸会員・小林会員・本島会員  

佐藤会員（9名） 

【継岩】 

・同じ業界以外の人、江戸川区で頑張っている経営者

と出会える機会を得たこと 

・同友会よりもパッションやエネルギーを感じ、自分の

考えが全てでは無いこともわかったこと 

・父を早くに亡くし、母子家庭で奨学金を貰っていたこと

もあり、社会に恩返しすることをずっと考えていたので、

その機会を得たこと 

 

【本島】 

・不動産業界だけでなく、異業種の経営者と交流するこ

とで視野が広がったこと 

・日々勉強させて貰っていると感じており、自分自身の

出すエネルギーも変わってきたこと 

・社会奉仕の機会を得たことで、家族が自分を見る目

も変わってきたこと 

 

【小林】 

・出席しなければわからないことは承知しているものの、

まだ興味を持てることが少ない(わからない) 

・カウンセラー委員会(北林Ｇ)には楽しく参加している。 

・BNI は仲間内で仕事を回しあう関係性が嫌で辞めた

が、仕事の関係なしで友達作りができること 

 

【岸】 

・約半年前からメンバーとも遊ぶようになり、打ち解け

てきたことで、気軽に相談や愚痴も言えるような仲間を

得たこと 

・メンバーの引き出しや考え方を知ることができ、学び

の機会が多くあること 

 

【佐藤】 

・例会に出席し、社会奉仕や支援を真剣に取り組むこ

とが、自分自身の人間性向上と会社の業績向上に繋

がってきていることに気づけたこと 

・少しずつ打ち解けてきたことで、仕事抜きでも、本音

の言い合える志の高い仲間ができたこと 

 

【武井】 

・日々葛藤する部分があるなかで、皆さんにも同じよう

な悩みがあることがわかったこと 

・仕事抜きでフラットに付き合える友達ができたこと 

・ロータリーの信頼性が直接的にも間接的にも仕事に

繋がることがあること 

・自分より成功している人が積極的に社会貢献してい

る姿をみることができたこと 

 

【米井】 

・祖父がロータリアンで、当初いいイメージはなかった

が、飲みやゴルフの仲間が増えたこと 

・社会奉仕について、少しずつ知ることができたこと 

・自分のお金(寄付)が実際にどう使われているのか、そ

れが助けになる人がいることを知りえたこと 

 

【三橋幹事】 

・鈴木代表をはじめ尊敬する先輩方に学び、会社を大

きくし経営者としても成長する機会を得たこと。 

 

【大星】 

・司法書士としてだけでなく、もっと社会貢献できる機会

を探していたので、すごくよかった 

 

春の家庭集会報告（葛西Ｄチーム） 

日時 2022 年 5 月 24日（火）18：00～ 

会場 和食割烹ぎん 

リーダー 田名網会員 

参加者 西野会長・栗山会員・飯塚憲貴会員 

坂東会員・二瓶会員・岩崎会員・松原会員

（8名） 

【飯塚憲貴会員】 

職業が遺品整理や家財整理ということもあり、たくさん

の経営者から相談を受けることが多いです。その中で

骨董品を扱う商売もしているので既存のお客様も含め

たくさんの出会いによって生まれた人脈の中からビジ

ネスとして発展することが多いと実感しています。見返

りを求めない貢献が仕事につながると思います。同友

会にも入っているのですが、ロータリーは質の高い経

営者が多く同友会には参加しなくなるがロータリーには

参加するという経営者が多数いる意味が分かりました。

より質の高い経営者と出会いたいということが先行す

るかもしれませんが、まずは自分自身が成長したいと

思う人であれば是非ロータリーに紹介していきたいで

す。臨海西だけでなく、親クラブの会員さんたちとのつ

ながりも増え仕事に活きています。 

 

【松原会員】 

世の中を良くするためにはどうするか？日本の大和魂

で日本医療をどう変えていくか？と考えていた時に志

の高い先生達と出会い医療貢献を目指しました。歯医

者を通して人の健康と幸せを願って仕事をしている時

に尊敬する先輩の医師からロータリーを紹介されて入

会しました。偶然が重なりスムーズに入会できて、ロー

タリーのすごさがわからなかったのですが、例会に出

席して、沢山の経営者と会う事で素晴らしさを実感し、

この環境に感謝しています。歯医者という小さな世界し

か知らなかったのですが、ロータリーという自分の知ら

ない大きな世界に入る事で視野が広がり、勉強になっ

ています。 

【西野会長】 

ロータリーに入会したときはサラリーマンで今の立場で

いいのだろうかと疑問を抱き、起業を決意しました。ロ



 
 

 

ータリーは刺激が多く、同年代や年下の経営者が頑張

っている姿を見て独立のターニングポイントになりまし

た。ロータリーの仲間の後押しや、アドバイスがあり、

生命保険だけではなく、損害保険も始めた事で道が広

がりました。早い段階でロータリーに入会し、皆さんと

知り合い、色んな世界を知ることができるのがロータリ

ーの魅力です。田舎の広島に里帰りした際、地元のロ

ータリークラブのメークアップに行ってきました。地元の

人たちにはロータリアンという事ですごいと褒められ、

町中噂になり、ロータリーの偉大さに改めて驚きました。

ロータリーに入り親も一安心しています。 

 

【栗山会員】 

みんなと出会えたことで人生が潤い楽しい日々を過ご

しています。ロータリーに入会して精神論、運営、心構

え、志を高く持つことによって社員が社長の素晴らしさ

に気づき、尊敬に変わり社員も社長も会社も成長して

いく事がロータリーを通じて学んだことです。ロータリー

に入り経営者としての学びを続けた結果、目標である

会社の売り上げ 100 億を達成する事ができて良かった

です。 

 

【坂東会員】 

良かったことはゴルフを始めたことです。これまではお

客様との接待等の夜の飲み担当だったため、そこでゴ

ルフも始めると家庭が壊れると思っていました。２年半

前の正月に油井会員の家族と食事をご一緒させて頂

いた際に、油井会員のお母様からロータリアンとしてゴ

ルフをたしなむ事が必要だと説明をして頂きました。反

対していた嫁も少しずつ理解を示してゴルフを始めるこ

とができました。会社内では番頭という立場もあり仕事

の愚痴や相談を言えなかったが、ロータリーに入り、仲

間に相談することができるようになり救われました。自

分にはない知識も快く教えて頂き、勉強になり助けにな

っています。利害関係があってもなくても続いていくこ

の関係がいいと思います。ロータリーに入って悪いこと

は一つもありません。 

 

【二瓶会員】 

入会してロータリーの取り組みと自分自身が 180 度変

わりました。臨海西は常に新しい事への取り組みを行

っていて、社会奉仕と支援活動を前向きに行っている

方針に心を動かされ、自分の心持ちがロータリー活動

に向くようになりました。心持ちを変えることで自分を律

し、皆さんに会う事で刺激を受け意識が変わったと思

います。二人の子供も成人したタイミングもあり、目的

意識がなくなってきたように感じた時に、ロータリーに

入って人生の新たな目標ができました。 

 

【田名綱会員】 

ロータリーに入り税理士は仕事の幅はひろがらないが、

沢山の経営者と出会い、自分の視野が広がり嬉しいと

感じています。税理士という職業柄色んな職業の方と

出会いはありますが、さらにロータリーというチャンネル

でバッと広がり、この歳でこの経験ができてありがたい

と思いました。 

 

【岩崎会員】 

栗山パスト会長と出会い、天狗の鼻をへし折って頂き、

発起人代表である鈴木総代と出会い、調子に乗ってい

た自分を正して頂いた事に感謝しています。会社も順

調で業績も右肩あがりで自分がすごいと勘違いして調

子に乗っていたところ、偉大な方々に出会い、勉強させ

てもらい、世界を見せてもらえたことは自分にとってプ

ラスになりました。また、ロータリーに入会してたくさん

の事を学ばせて頂いた事でオラオライケイケだった自

分に、ブレーキをかけることを覚えて、会社での決断を

的確に行えるようになったと実感しています。今後の目

標として目指すはロータリー会長！自分が与えてもら

ったように、与えられる側ではなく、与える側にまわり、

誰かに影響を与える人間になりたいと思っています。

自分が自分を一番信じているので、信念さえあれば絶

対に叶うと確信しています。 

 

春の家庭集会報告（本八幡Ｅチーム） 

日時 2022 年 5 月 26 日（木）18：00～ 

会場 ぼちぼち 

リーダー 平井会員 

参加者 島崎会員・清水会員・北林会員・岡田会員

（5名） 

【平井会員】 

自分と他人との考え、感じ方の違いを改めて知った。 

普段、会社では叱ってくれる人がなかなかいない中、

ロータリークラブでみんなと友人に慣れて良かっ

た。50歳を超えてから友達を作れるのはロータリー

だけだと総代がおっしゃっていた。先日の青少年フ

ォーラムでの清水さんの構成、進行がとても良く感

激した！ 

 

【島崎会員】 

皆さん、特に栗山さんにロータリーに入ってから凄

く変わったと良く言われる。自覚はないが人と接す

る態度が変わったのかも知れない。 

ロータリーで勉強になった事は利益のその先、儲け

た後どうするのかを知った。 

 

【清水会員】 

今まで自分の業界の中の常識だけだったのが他業

界の方と触れ合って変わった。 

勉強になった事はボランティアをただ寄付するだ

けではなく計画があってそれを真剣に話し合って、

継続性を持たせる。そもそも何のためにやるのか、

ロータリーらしさ職業奉仕の観点からも考え実行

していくところ 

【北林会員】 

他の交流会と違い自分の会社の成長のための意見

を聞ける方がたくさんいる。ロータリーに入り気配

り、目配り、心配りを実践している。 



 
 

 

社員の話を時間をとって聞いたり、フォローをする

ようになった、 

 

【岡田会員】 

会にいる方々が本当にいい人ばかりで勉強にもな

る尊敬する方ばかり、 

みなさん前向きで向上心がまだまだおありで驚く

ばかり、 

もっと自分がやらなければいけないことやもっと

貢献できる人になりたいというやる気がもの凄く

出てくる。毎回、例会に出るのが楽しみで仕方がな

い。 

 

春の家庭集会報告（本八幡Ｆチーム） 

日時 2022 年 5 月 26 日（木）18：00～ 

会場 ぼちぼち 

リーダー 雪丸会員 

参加者 西野会長・大星副会長・油井会員 

大西会員・橋会員・石田会員（7名） 

（1）ロータリーに入ってよかったことは？ 

（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か？ 

【雪丸会員】 

（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 

● 

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、刺激も受けて独立も出来た 

（3）数名居ますので、お声がけします 

●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！ 

●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？） 

●大西会員 

（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、コロナ自粛も明けて定例会も 

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。 

（3）心当たりに声掛けします 

 

●橋会員 

（1）メンバーともレクレーション活動なども通じて人脈が

増えた 

（2）これからもどんどん変わっていきそうです 

（3）探します！ 

●石田 

(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！ 


