
 

 

 

11 月 4 日の卓話 10 月 21 の出席率  11 月 16 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 30 名 

 会員欠席者数 10 名 

 本日の出席率 75％ 

  

 

移動例会 

第 2 回パラボールフェスティバル 

江戸川球場 

 

ローターアクトクラブ 

地区代表 

東京池袋豊島東ＲＡＣ 

春木優杏様 

 

2022 年 11 月 4 日［第 103 回］ 

≪2022-2023年度 例会 第 102回例会報≫ 

2022年 10月 21日（金）東武ホテルレバント東京「龍田の間」 

司会：熊倉貴志会員 
■点鐘：東京臨海西ＲＣ 大星太郎 会長 

■ソングリーダー：二瓶恵一会員 

■ロータリーソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」斉唱） 

■「ロータリーの目的」東京臨海西ＲＣバージョン 

 

■来賓紹介：大星太郎会長 

●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 

●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：大星太郎会長 

●今年度米山奨学生 雷 博強（ﾗｲ ﾊｸｷｮｳ）さん 

 

■卓話者紹介：大星太郎会長 

●当クラブ パスト会長 西野充英様 

 

■ビジター紹介：西野充英会員 

●伊藤芳樹様（飯塚憲貴会員ゲスト） 

●藤原政如様（飯塚憲貴会員ゲスト） 

●中澤大様（岡田会員ゲスト） 

●松本奉幸様（金森会員ゲスト） 

●木下智元様（金森会員ゲスト） 

●髙嶋邦浩様（石田会員ゲスト） 

●坂元章洋様（石田会員ゲスト） 

●津村晃輝様（石田会員ゲスト） 

●佐々木秀和様（石田会員ゲスト） 

 

■会長報告・スピーチ：大星太郎会長 

● 

● 

 

■幹事報告：継岩憲二幹事  

●10 月度定例理事役員会議事録をメール配信して

います（10/14） 

●11/16（水）第 2 回パラボールフェスティバルの

出欠を 10月 28日までにお返事ください。受付で

もメールでも結構です（事務局より 10/20メール

しています） 

●12/17（土）クリスマス家族会の出欠が本日まで

となっております。申込は受付でもメールでも

結構です（事務局より 10/14メールしています） 

 

■委員会報告 

●国際奉仕委員会 ポリオ担当 二瓶恵一会員 

 ポリオデーについて 

 ポリオ動画資料 

 



 

 

 

■出席状況報告：岸哲也会員 

⇒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：本島厚会員                                                                    

(ご意向)オープン例会おめでとうございます： 

斉藤実様（東京臨海 RC・当クラブ特別代

表） 

(ご意向)オープン例会よろしくお願いいたします 

鈴木孝行様（東京臨海 RC・当クラブ発起

人代表） 

(ご意向)ビジターの皆様、本日は臨海西 RC のオー

プン例会へお越しになっていただきまし

て誠にありがとうございます！是非、楽

しんでいって下さい！宜しくお願いしま

す！：当クラブ三役 

(ご意向)オープン例会よろしくお願いいたしま

す：栗山会員 

(ご意向)伊藤さん、藤原さん、お忙しい中、今日

はオープン例会にご参加ありがとうござ

います。めんどくさいのでそのまま仲間

になっちゃいましょう：飯塚憲貴会員 

(ご意向)本日、卓話させて頂きます：西野会員 

(ご意向)飯塚憲貴さん、お仕事ありがとうござい

ました：石田会員 

(ご意向)本日の例会宜しくお願いいたします： 

武井会員 

(ご意向)お仕事頂きました。平井さん、大倉さん、

松原さん、雪丸さん、橋さん、北林さん

スーツご注文ありがとうございまし

た！：熊倉会員 

(ご意向)本日オープン例会楽しみです。宜しくお

願い致します：間野会員 

(ご意向)オープン例会よろしくお願いいたしま

す：平井会員 

 

大西会員、伊藤会員、岸会員、橋会員、二瓶会員 

岩崎会員、島崎会員、北林会員、米井会員 

岡田会員、本島会員、佐藤会員、清水会員 

 

【26件 90,000円 今年度累計 905,000円】 

 

■本日の卓話 

 「ロータリーとは」パスト会長 西野充英様 

 

■ゲスト自己紹介 

●伊藤芳樹様（飯塚憲貴会員ゲスト） 

●藤原政如様（飯塚憲貴会員ゲスト） 

●中澤大様（岡田会員ゲスト） 

●松本奉幸様（金森会員ゲスト） 

●木下智元様（金森会員ゲスト） 

●髙嶋邦浩様（石田会員ゲスト） 

●坂元章洋様（石田会員ゲスト） 

●津村晃輝様（石田会員ゲスト） 

●佐々木秀和様（石田会員ゲスト） 

 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 大星太郎 会長 

 

■ 10/17 （月 ）東分区懇親ゴルフ大会のお礼状

 
■10/21（金）斉藤区長へ 5周年記念寄付 

 



 

 

 

 
 

秋の家庭集会報告 

日時 2022年 10月 14日（金） 

会場 和食割烹 ぎん 

リーダー 大西会員 

参加者 伊藤会員、武井会員、松原会員、田名網

会員、清水会員、髙橋会員（7名） 

【連絡事項】西野パスト会長よりの伝言 

パラボール協賛金を栗山パスト会長が中心になり

募集していますがまだ目標に達しておりませんの

でご協力をお願いします。目標 100 万円（最低 

10,000円/口） 

  

テーマ： 

①「ロータリーに入って良かった事、勉強になっ

た事とは何か？」 

②「今後、挑戦したい奉仕活動はありますか？」 

③「あなたのロータリアンとしての自覚とは？」 

   

【大西会員】 

家庭集会について探ってみるとかつては炉辺談話

と呼ばれ、公式ではないので記録せず自由に意見

を交わす場であったという記載がありました。 

但し、注意点として、他の会員の批判やクラブの

不満は話題にしない、メンバーを固定化して派閥

をつくらないという記載もありました。 

臨海西は今のところ自由にやれていて良いクラブ

だと感じています。 

  

【武井会員】 

①知り合いが増えた 

他業種との付き合い 

凄い人がいるので謙虚な気持ちになる 

実績を残している人も腰が低い 

奉仕をする気持ちが以前は無かったが、自分の中

で育み始めている 

自分の出来る事を通じて、次世代に伝える 

  

②小学校に本を寄付する、スポーツ大会の開催 

自分に近い、奉仕活動をしてみたい 

ビーチクリーンは良かったので、それに近いよう

なボランティア 

③ビーチクリーンの活動でロータリーのＴシャツ

を着ていたので、その後に食事をした際に変なこ

とはできないと感じた。飛んだゴミも拾いに行っ

た 

   

【松原会員】 

①年上の方とのお付き合い 

若い経営者にも低姿勢で聞いて頂けるのがありが

たい 

上の人達がパワフルすぎて、引っ張られて改めて

熱くなる 

ロータリアンとしての学び 

②スタッフ教育を、ディズニー教育を通じてして

いる、ディズニーも奉仕をしている 

心躍る奉仕活動をしてみても面白いのでは無いか 

人間に対しての奉仕ではなく、動物などに目を向

けるのも面白いのではないか 

 ③自分の疑念を叶えるために悩んでいる事を議論

する人達＝ロータリアン 

 

【清水会員】 

①ビジネスマンとしての学び 

時間の使い方 

人との付き合い方 

プライベートとしての時間を仲間の時間として活

用している 

お金の使う意味を考える機会がある（値段が安い

高いではない） 

②本当の意味の奉仕活動とは何なのか？という事

を考えたい 

先輩の作った価値観、自分の価値観から考えるの

ではなく、今必要な奉仕とは何なのか？ 

③お金の有効な使い方を真剣に考える人達 

 

【伊藤会員】 

①人としての行動が学べた 

仕事のきっかけを与えてもらえた 

仕事の幅が広がった 

（今までしたことのない仕事） 

気さくに話せる仲間 

ビーチクリーンなど自分で組み込んで生活を組み

立てる事によって考え方の幅が広がった 

何かしないといけないと悩んでいたことがあった

が、今はその気持ちが無くなった 

イニシェショーンスピーチで大西さんの話が衝撃

的で、そういう話を聞けたのが良かった 

ロータリーの予定を１番にいれて、ほかの予定を

入れる（栗山パスト会長のことば） 

②クラブのメンバーが普段していることを奉仕に

続ける 

今、ある奉仕を真面目にすすめる 



 

 

 

個人的に、ネグレストなどの問題を正確に把握し

たい 

非行で少年院などに入っている人を面倒みる（引

き取る）ことについて興味がある 

実態を知るために、勉強会に参加する、研究をす

るのも奉仕なのでは無いか？ 

会員の能動的な奉仕活動を進めていきたい 

 ③他団体や他人からの視線を考えながら、変なこ

とが出来ないと感じている 

  

【大西会員】 

①幅広い年齢の人とお付き合いができる 

経営者とのふれあい 

若くとも経営者として会社を背負っている人は自

覚があり言動にも責任を持っている 

こちらも勉強になる。 

ボランティアの気持ちがあっても一人では一歩踏

み出すことが難しいが、奉仕の機会を選ぶことが

できる 

時間をつくるということを会社でも指摘されるし

考えるようになった 

 ②未来を担う子供たちへの奉仕 

障がい者雇用に対して奉仕の機会を探っている。

危険が伴う作業ではなかなか難しいが、作業では

なく仕事を教えてあげたい（仕事の楽しみ、仕事

の後の一服） 

 ③バッジ付けていると悪い事できないプレッシャ

ーがある 

金だけ出せばよいではない、ポリシーや信念が必

要だと感じている 

 

【田名網会員】 

①視野が広がった 

色々な人との交流 

若い年代の考え方を知る 

②日本の社会の中で対象者を特別視するわけでは

なく、奉仕とかいう大げさに考えることなく困っ

ている人を助ける事ができるようになる、という

のが自分自身のゴール 

 

 

日時 2022年 10月 14日（金） 

会場 和食割烹 ぎん 

リーダー 石田会員 

参加者 髙橋会員、坂東会員、間野会員、雪丸会

員（5名） 

【雪丸会員】 

①仲間との結束。喜びを分かち合える又ロータリ

ー活動を通じて自事業が上手くいく事に直結して

いる 

②里親。子供たちの為に何かを 

③自覚とは何かを模索。その意識が出来てきた。 

【石田会員】 

①新たな人脈が出来た事で刺激をもらいもっと頑

張らないといけないとの欲が出てきた。 

 又奉仕の仕方が解からなかったがこうやるんだ

との理解も芽生えた 

②里親。子供たちの未来の為に 

③道徳的な認識と意識。行動が変わってきた 

 

【坂東会員】 

①単なる出会いの場でなく、深くかかわれる仲間

が出来た。健康にも気を使い 

 ゴルフも再会できた。 

②まずはメンバーへの奉仕。困っている仲間を助

ける。 

 異業種で構成された仲間だから多岐にわたる救

える方法があるはず。 

 日本での恵まれない不幸な人たちを働く機会を

得て通じで幸せになってほしい。 

 単にお金を寄付するだけでは意味が無いので

は、 

 お金の稼ぎ方を教える事の方が大事。 

③人材は人財である。その自覚が強くなった 

 

【間野会員】 

①経営者は孤独。それが本音で話せる仲間が出来

た 

 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。 

②高齢者への奉仕。孤独感を払しょくしたい 

③自主性。主体性が強くなった 

 

【高橋会員】 

①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 

 派閥の無い臨海西は素晴らしい。親睦の重要性

を強く感じる 

②身近な所から始める奉仕活動と国際色もあるロ

ータリーだからこそ 

 国際奉仕もやっていきたい 

③主体性。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。 

 

日時 2022年 10月 6日（木） 

会場 せん心 

リーダー 岸会員 

参加者 三橋会員、金森会員、雪丸会員、菅会員、

熊倉会員（6名） 

①ロータリーに入って良かったこと、勉強になっ

た事とは何か？ 

【岸会員】 

この年になって、忌憚なく付き合える友達ができ

た事 

 

【三橋会員】 



 

 

 

本音を言える仲間と出会えたこと 

 

【菅会員】 

目標となる大人と出会えたこと 

 

【熊倉会員】 

仕事に繋がっていること仕事の面で大変勉強にな

っている 

 

【金森会員】 

沢山の経営者や成功者の方の会に出る姿勢が仕事

にも反映されているという点が学びに繋がってい

る 

②今後挑戦したい奉仕活動は？ 

【岸会員】 

ローターアクトを育てる 

 

【三橋会員】 

多動症や一見分かりづらい心の病などの子たちへ

の職場環境提供などの奉仕がしたい 

 

【菅会員】 

母校などスポーツで頑張っている子供たちに奉仕

をしたい 

 

【熊倉会員】 

養護施設の子供たちをディズニーランドへ連れて

いきたい 

 

【金森会員】 

みんなが関われるような奉仕活動をしていきたい 

 

③あなたのロータリアンとしての自覚とは 

【岸会員】 

一般の生活において問題を起こさないように生活

をしている 

 

【三橋会員】 

ポイ捨てをしなくなった。例会にでる 

 

【菅会員】 

バッチを付けることに躊躇がなくなった 

 

【熊倉会員】 

ロータリー活動を周りに口にして話すようになっ

た 

 

【金森会員】 

まだまだ自覚は低いが、足元で自分にできる貢献

や奉仕は何か考えるようになった 

 

 

 

 

日時 2022年 10月 7日（金） 

会場 ベルクオーレ 

リーダー 岡田会員 

参加者 栗山会員、飯塚憲貴会員、西野会員 

平井会員、米井会員、北林会員（7名） 

①ロータリーに入って良かった事、勉強になった

ことは何か？ 

・人生の指針になった。 

・付き合っている人５人の平均が上がった 

・尊敬できる人ができた。 

・やる気が出てきた 

・商売をしていく上で、「一歩踏み出す事のきっか

け」になった。ターニングポイントになった。 

・自己成長を感じられることになった。 

 

②今後、挑戦したい奉仕活動はありますか？ 

・児童養護施設を 18歳で卒業した子を雇用して、

世の中の仕組みルール、マナー等を口うるさく教

えていける「面倒くさい親父になりたい」そのた

めにアパートなんかを買い取って住ませてあげた

い。人生もっと上を目指せることを教えていける

ようにしていきたい。 

・プロキング(ごみ拾い PlockaUppとジョギング

Joggingの造語)走りながらごみ拾いを、やってい

きたい。ローターアクトでは実際にやっていると

ころもあるようだ。 

 

③あなたのロータリアンとしての自覚は？ 

時間切れでここまで討議できず 

 

日時 2022年 10月 7日（金） 

会場 油井会員宅 

リーダー 橋会員 

参加者 本島会員、大星会長、二瓶会員、倉持会

員、油井会員、岩崎会員（7名） 

 

【橋会員】 

①「ロータリーに入ってよかったこと、勉強にな

ったことは何か」 

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 

時間の使い方が勉強になった 

②「今後挑戦したい奉仕活動は？」 

自事業が自動車関係なので地域の子供たちを集め

てスーパーカーやトラック、様々な車を会員から

集めて載せてあげたい 

江戸川区に恩返ししたい 

③「ロータリアンとしての自覚は？」 

言葉の使い方、自分自身の行動だと思います 

 

【島崎会員】 



 

 

 

①今までと違う考えになった。逆に入ってなかっ

たどうなっていたのかと思うほど大きな影響を受

けている 

皆さんと出会うことができて人生の幅が出来て感

謝している 

②地区の奉仕になることすべて。奉仕活動をもっ

と知りたい 

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 

 

【岩崎会員】 

①入って 3.4年だが奉仕の心が身についた。利他の

心が身に付いた。 

会議の仕方や物事の進行の仕方やり方がわかるよ

うになったし、うまくなった。 

話す内容や言い回しのレベルが上がった。 

②弱い人だけでなく今後の日本、江戸川区の強く

なる子供たちに夢を与えるような奉仕をしたい。 

例えば稼ぐ姿を見せたり仕事している姿を見せた

り等 

③常に持っているし、自覚がどんどんと強くなっ

ている。 

 

【大星会長】 

①ロータリーに本気になることで正直マイナスも

ある((笑)) 

ただそれ以上に人生にプラスであるし、新しい自

分の扉を開けた。本気だからこそ見えたことが多

い。リーダーの姿勢や真剣に奉仕したからこそ見

えた、奉仕の裏側も勉強になっている。 

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まずは今やっている奉仕活動をしっかりとやる。

そのうえで本気で困っているひとに貢献できるよ

うな奉仕活動をしていきたい 

③強く持っている。本気だからこそ見えている自

覚がある 

日々の行動や仕事にも自覚が芽生えている 

 

【倉持会員】 

①ロータリーのメンバーからとても強いバイタリ

ティを感じる 

日々の生活や仕事に大きな刺激をもらっている 

活動力を参考にさせてもらっている 

②困っている人にも奉仕は必要だし、今後の日本

を支える層にも多くのことを見せたいと思う 

③自覚はあるし周りの経営者にも影響を与えてい

ると思う 

 

【二瓶会員】 

①まずバギオの会等で他のロータリアンから褒め

られる。とてもうれしいし、自信になる 

常に奉仕のことを考える 

仕事等で気力が下がったりする中、活力をもらえ

ている 

②バギオや海外の日系人等への奉仕活動。 

③今の活動すべてにロータリアンとしての自覚が

ある 

 

【油井会員】 

①社会奉仕をする時期にあると考えているとき奉

仕が出来た 

人の輪が広がった 

臨海西だからよかった 

臨海西の雰囲気だからやる気がでる 

鈴木総代と会ってとても勉強になる 

環境を作る立場だからもっといい環境を作ってい

く 

ロータリーを通じて自事業の発展にそして社会に

貢献していく 

②未成年者だけではなく 18 歳以降も面倒を見てい

く財団を作って奉仕していこうと考えてる。 

ロータリーメンバーの会社見学とかいいと考えて

いる。 

里親支援もあるが最後まで面倒を見る奉仕もいい

と考えている。 

③自覚は自然とある 

 

【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困っているもそうだし、強くなりたい大きくな

りたい子供たちに夢を与えることもしたい 

③強くあるロータリアンに見合うためにもっと成

長したい意欲が増えた 

 


