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例会報告 第 817 回 2021 年 8月2日（月）
オンライン例会
出席率 45.28%

接続会員数24名+メーキャップ0名

8月のハッピーバースデイ
井出和美会員（８月5日生れ）
落合守征会員（８月26日生れ）

（正会員58名-休会5名）

開会説明（大盛敬子 SAA 委員司会担当）
皆様 オンライン例会を開催させていただきます。
なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。
富田洋平会長 点鐘挨拶
皆様こんにちは！
緊急事態宣言が８月31日まで延長されたということ
で、いろいろな変更が生じていると思います。当クラ
ブでも例外ではないので、従わなければいけないとこ
ろは従って、やれるところはしっかりとやっていきたい
なと思います。
オリンピックも佳境に入ってきました。連日のメダル
ラッシュで皆さんテレビに釘付けになっているんじゃな
いかなと思いますが、日本は今メダルが 31個なんです
ね。そのうち17個が金メダルということで日本選手は
非常に活躍されています。
私、
調べてびっくりしたのは、
中国はメダルを51個持っ
ていて、金メダルも24 個も取得されているんですね。
やっぱり層の厚さというのはすごいなと思います。日本
選手の活躍から力をいただいている次第です。このコ
ロナの中でも頑張って例会をすすめていきましょう。
それでは第 817 回例会を開催致します。
ロータリーソング
「君が代」
卓話者・ゲスト発表（安原良昭 SAA 委員長）
オンライン例会にようこそご参加下さいました。
本日のゲスト4名です。
・本日卓話をいただきます、
一般財団法人 アフリカ野球・ソフト振興機構
代表理事 友成晋也 様
・台北牡丹 RC 初代会長 CPウエニー 様
同
村越のりこ 様
様
・東京セントラルRAC会長 土田裕貴

ご挨拶（台北牡丹 RC）
・初代会長 CPウエニー 様
東京中央新 RC の皆様、富田会
長、皆さんこんにちは。
大変ご無沙汰しております。今度
日本からワクチンを贈っていただきまして、台北牡丹
RCを代表いたしまして日本の友情に心よりお礼を申し
上げます。一日も早くコロナが収束して、皆さんとお会
いできる日を楽しみにしております。
日本と台湾との深い友情が永遠に続くように願って
おります。どうぞよろしくお願い致します。最後に貴ク
ラブの益々の発展と会員の皆様のご健勝を心から祈念
いたしまして私の挨拶といたします。どうもありがとう
ございました。
・村越のりこ 様
こんにちは。私は台湾牡丹 RC
国際交流担当村越のりこと申しま
す。本日は先月銀座にて美術館の
展覧会を開催いたしましたので、東京から参加させて
いただいております。皆様とこのようにオンラインです
がお会いできますこと、本当にうれしく存じます。今年
は台湾の国際大会でもお会いできませんでしたが、今
の状況が落ち着きましたら是非台湾にいらしていただ
いて、台湾でご一緒にすごしたいと思います。友情を育
みたいと思います。牡丹 RCは皆様をお待ちしておりま
す。これからもどうぞよろしくお願い致します。失礼致
しました。
理事紹介とご挨拶（富田会長紹介）
（海渡千佳 奉仕プロジェクト担当理事）
皆様こんにちは。今年度奉仕プロジェクト担当を仰
せつかりました海渡でございます。昨年度の伊藤委員
長からの引継ぎをいただいて、ロータリーは奉仕と親
睦が二本の柱で、今年度は富田会長の意向もありまし
て、これまでやってきた既存プロジェクトを伊藤委員長
にお願いし、
新規のプロジェクトを水野委員長、
ローター
アクトをはじめとした青少年の育成等のご担当を高橋
委員長ということで、1理事3委員長体制でやっていく
予定でございます。当クラブは、コロナの状況下でも
臨機応変にオンラインを始めたり、医療従事者支援プ

ロジェクトを立ち上げたりということで、非常に機動力
がございますけれども、ひとつの課題として奉仕を継
続的に行っていくことも大変重要なことだと思っており
ますので、その点でやっていきたいと思います。
新しいニュースはまだ確定したわけではないんです
が、当クラブの地元であります中央区との連携も今年
は何とか図れる可能性が出てまいりましたので、すす
めてまいりたいと思いますし、又本日ご参加の台湾の
皆様や2年前にご縁のあったインドの皆様とオンライン
になったからこそ場所とか距離を超えたいろんな意味
での取り組みをやっていけたらいいなと思っております
ので、どうぞウイニー様、村越様、いろんなアイデアを
いただければと思います。宜しくお願いします。
これまでは奉仕と親睦となんとなく2つの柱で別々
にやってきたというような感じがございますけれども、
やはり切り離せないということもありまして、今年度か
らは会員組織の福元理事とも協力をして、新しい形で
やっていけたらいいと思いますので、皆様からも是非そ
んなアイデアをお寄せいただければと思います。どうぞ
よろしくお願い致します。
（城麻里奈 会員選考委員長兼プログラム委員長）
皆様こんにちは。城麻里奈でございます。
入会して3年目にこのような大きなお役目を賜り、身
の引き締まる思いです。
このお役目は、ロータリー入会希望の方と面接を通
して一番最初にロータリーに触れて頂く機会だと考えて
おります。ですので、入会希望の方に私たちのクラブ
がどのようなところなのか、いかに素晴らしいところな
のか、ロータリーとは何ぞやということを正確にお伝え
して入会希望の方々との意思疎通を通して当クラブで
素晴らしいハーモニーを奏でられるように最初のチュー
ニングをするといってはあれなんですが、そういった場
にできればと考えております。
又、富田会長が大切にされている「皆で」というキー
ワード、先輩も後輩も皆で一緒に楽しみ、一緒にクリ
エーションが出来るそんな環境を作り出せるようなお手
伝いができたらと微力ながら考えております。又プログ
ラム委員長としてはまだまだ私も不慣れでありますが、
皆様からの卓話者の推薦を心からお待ち申し上げてお
ります。稚拙なことが多々あると思いますが、会長、
皆様のご指導の下頑張りたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
（安原良昭 SAA委員長）
清宮年度からSAA委員長をご指名いただいておりま
す安原と申します。SAA委員長としての基本方針は、
会員ゲスト・メークアップの方々がコミュニケーションを
きちんと図って繋がりの場となるように楽しく秩序正し
く運用されるように受付を中心に行っていくことだと
思っております。ただ、コロナになって今まで通りの

SAA委員としての作業がなかなかうまくいかなくて、
変更せざるをえない中試行錯誤もしております。SAA
のメインの役割として受付にはじまって、ソングリー
ダー、ゲスト発表、ニコニコ発表となっているかと思い
ます。又、新規会員に対するサポートとなります。
その中オンライン例会ではどうしても情報が直前に
来ることがあって、安原が大半を作業しておりますけれ
ども、ハイブリッド例会と対面がある場合は SAA委員
のメンバーと力を合わせて一緒に役割を分担しながら
やっていきたいと思っております。又、新規会員の方に
はオンライン例会が非常に多い中、ロータリークラブ
が何なのか分からないことが多数あると思いますので、
皆でサポートしていけたらいいなと思っております。
引き続き頑張っていきますので、どうぞよろしくお願
い致します。
幹事報告（石原忠始幹事）
・ 来週の月曜日は休会となっていますので、皆様御留
意下さい。
・ 野呂会員紹介の馬場様から入会申込ということで書
類はまだ見ていないのですが、コロナ禍の状況でも
嬉しいニュースが入って参りました。引きつづき城さ
んの方で今面会の調整をしていただいております
が、今日の理事会には間に合いそうもないので、９
月の理事会で承認いただければ幸いだと思います。
・ 今月末の夜間例会は、2週間前を目処に開催でき
るか状況判断をしたうえで皆様にご連絡させて頂き
ます。
ブレークアウトセッション 約 5 分間

秋葉良子

会員

海 渡 千 佳 会員

遅くなりましたが、新体制のクラブに、ニ
コニコさせて頂きます。
クラブ全体が、気持ちが通じ合い、一丸
となって、一年過ごすことが出来ます様、
願っております。
白桃の美味しい季節です。ブラータチー
ズと合わせると美味しいサラダになります
よ。お家でお試しください。
にこにこ合計 12,000 円

卓
話

「キャッチボールで世界を平和に！
アフリカ×スポーツ×SDGs」

一般財団法人
アフリカ野球・ソフト振興機構
代表理事 友成晋也 様
【プロフィール】
一般財団法人アフリカ野球・ソフト振興機構 代表理事
大学卒業後、民間企業を経てJICAに 29 年勤務。
仕事の傍ら NPO 法人アフリカ野球友の会を立ち上げ、
ガーナ、タンザニアに在勤中は、現地で野球の普及活
動に尽力するなど、アフリカと野球で通算 25 年関わり
続ける。南スーダン事務所長を最後にJICAを早期退
職し、現職。
著書に『アフリカと白球』
（文芸社）など。
【卓話】
・29 年間務めたJICAを早期退職した3つの理由
①は使命感はこれからお話しすることで分かってい
ただけると思います。
②倦怠感で、サラリーマン生活が長いと、先が見え
てしまう。私、南スーダン事務所長をやっていたん
ですが、日本に帰ったらどこかの部長をやってその
後終りという感じだったんですね。だったらもう動け
るうちにやりたいことをやりたいということだという
理由です。
③は信条で、太く短く生きたいということで生きてき
ました。
去年の暮れにはJICAを辞めてこの財団法人の代表
理事となっております。
・ 今回の話の4つの柱
1 はじめにさらっとおさらい SDGs
2 エピソード（ガーナ編）
SDGs10：人や国の不平等をなくそう。
3 エピソード（タンザニア編）
SDGs 4：質の高い教育をみんなに。
4 野球×アフリカ＝SDGs
誰一人取り残されないために
・ SDGsとは何か？
（sustainable development GOALS）
SDGsは今や企業に勤めている方はほぼ聞いたこ
とくらいはあるんだと思います。
2015 年から2030 年の15 年間で17の目標（169 の
指標）の達成を目指すことを国連で決定。
1 貧困をなくそう。
2 飢餓をゼロに。
3 すべての人に健康と福祉を。
4 質の高い教育をみんなに。
5 ジェンダー平等を実現しよう。
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安全な水とトイレを世界中に。
エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。
働きがいも経済成長も
産業と技術革新の基盤を作ろう。
人や国の不平等をなくそう。
住み続けられるまちづくりを
つくる責任、つかう責任
気候変動に具体的な対策を
海の豊かさを守ろう
陸の豊かさも守ろう
平和と公正をすべての人に
パートナーシップで目標を達成しよう

SDGsの要約は前文（特に前半）にあり！
「我々はこの共同の旅路に乗り出すにあたり、誰一
人取り残さないことを誓う」
（As we embark on this collective journey, we
pledge that no one will be left behind.）
（アジェンダの中のスポーツに関する記載）
37 スポーツもまた、持続可能な開発における重要
なカギとなるものである。我々はスポーツが寛容
性と尊厳を促進することによる開発及び平和へ
の寄与、又、健康・教育・社会包摂的目標への
貢献と同様、女性や若者、個人やコミュニティの
能力強化に寄与することを認識する。
（スポーツがもっとも大きく貢献できるSDGsの目標）
（7つ）貧困、健康と福祉、教育、ジェンダー平等、
不平等、平和と公正、パートナーシップの7
つの目標に直接影響できる。
SDGs 10＝人、国の不平等をなくそう。
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エピソード① ガーナ編
1996 年、JICA西アフリカガーナ事務所に初海外
赴任。
平日事務所業務、土日プライベートタイムを野球
コーチ
野球を大学までやっていたので、ガーナ代表野球
チーム監督。3 年間シドニーオリンピックを目指し
て代表選手を教え鍛えながら、草野球レベル。そ
の選手たちを学校へコーチ派遣。
小中学校に野球普及活動を展開。
ガーナ離任前の1999 年10月、ガーナで初の少年
野球大会。
人生を変える少年の一言と出会う。
満面の笑顔で楽しそうにプレーしている12 歳くら
いの少年に声を掛けた。
野球楽しい？
Yes sir! Like baseball!
野球の何が好きなの？
I like batterʼs box!（バッターボックスが好き）

打つのが好きなの？
No, no. バッターボックスに立つと、味方の皆
が僕だけを応援してくれる。
振
 ったら当たるかもしれないから敵の皆も僕
に注目する、ヒーローになれるチャンスなんだ。
バッターボックスに立つチャンスが平等に順
番で回って来る。
Baseball is democratic（野球は民主的）だ
から僕は野球が大好きなんだ。
「民主的だから好き」って初めて聞いて私はびっく
りした。日本の子どもで野球が民主的だから好き
ですと言う子はいないと思うんです。
ガーナの子どもたちの生きる環境は厳しい。
ガーナの課題は貧困の蔓延と格差。
乳幼児死亡率など保健医療のリスク。政治は民主
主義だが、社会は矛盾と不公平に満ちている。
そんな中でバッターボックスは「みんなに平等に
チャンスが与えられる」。
新鮮な驚きと喜びだった。
（SDGs 10 人や国の不平等をなくそう）
野球は平等にチャンスが与えられるスポーツ。
ガーナ帰国後、
「NPO 法人アフリカ野球友の会」
立上げ
アフリカ野球の発展を日本から支援。
17年間こつこつ活動、JICA業務と兼業
アフリカ8 か国で取組み
① ガーナ
1999、2003、2007オリンピック アフリカ
予選挑戦
2004 日本野球留学
② ウガンダ
2004 少年少女野球チーム招聘 PJ
③ ケニア
2006 三角ベースPJ
④ ザンビア
2006 三角ベースPJ
⑤ 南アフリカ
2008 三角ベースPJ
⑥ ブルキナファソ
2009 少年少女野球チーム招聘 PJ
⑦ タンザニア
2014 タンザニア甲子園大会
⑧ 南スーダン
2020 野球ソフトボール連盟設立
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エピソード2 タンザニア
2012 年2 度目のアフリカ勤務は東アフリカのタン
ザニア
面積 94.5 平方キロメートル
人口 5632 万人（2018 年）

首都 ドドア
経済首都 ダルエスサラーム
言語 スワヒリ語、英語
宗教 イスラム教40％、キリスト教40％
経済成長率 5.4％（2018 年）
最もアフリカらしい国
ナ
 ショナルパーク 野生動物 セレンゲッティ
国立公園など
キリマンジャロ山（ケニアからも見える）
ザンジバル島 白い砂 青い海 スローンダウン
キリマンジャロコーヒー
スワヒリ文化 ザンジバル島発祥
ダルエスサラーム 人口 430万人 40 階建ビル
2011年開始「ガーナ甲子園 PJ」
（1）ヒト＝指導者の派遣
（2）モノ＝野球道具の寄贈
（3）場所＝野球場建設
（4）仕組み＝全国大会開催
まず、首都アクラを中心に近郊都市で展開
モニタリング結果（1年半後）
「野球をやる子は生活態度が変わり、リーダー

シップを発揮し、学業成績もよくなる」
（各校校長談）
理由 友成のかつての教え子たちが教えたこども
たちがおとなになり、現在コーチに。
キャッチボールでは相手・他人への配慮
ごみを拾って場を清め、道具は整理整頓
試
 合のときは整列して礼。相手・審判にリ
スペクト。
野球の教育的効果
教室では得られない学び
人格と規律
リーダーシップ
生きることに積極的になり学業成績も上昇。
スポーツを通じた教えは世代を伝播
日本式野球教育を通じて「人材育成」循環
2012 年タンザニア
野球の影も形もなかった。
「野球を普及」する需要はなくても

「青少年を育
成」ニーズはタンザニアにもあるはず！
ダルエスサラームの学校に乗り込み
学校の目標は ← 生徒の進学率アップ
成 績が上がるスポーツ 野球がある ←
是非「野球クラブ」を
わずか2年で急速に野球が全国に
 014 年タンザニア甲子園大会（セカンダリースクー
2
ル全国大会）
2014 年 第1回 参加4校

2019 年

第7回 参加 19 校（女子ソフトボール
参加校含む）
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J －ABS（一般財団法人アフリカ野球・ソフト振興
機構）が取り組む社会課題
・超加速成長するアフリカ経済 ―リープフロッグ現
象（蛙飛び）
世界の生活水準向上から取り残されたアフリカ大陸
貧困、飢餓、紛争、都市問題、モニタリゼーショ
ン、保健、医療、教育など
野球（スポーツ）の SDGs 的貢献
社会関係資本＝信頼のある健全な社会のための
人材
スポーツを通じ、
人が育ち健全な社会を作っていく。
・ネルソン・マンデラ元南アフリカ大統領の発言
「スポーツには世界を変える力がある。
スポーツには人を動かす力がある。
スポーツには人をつなぐ力がある。
スポーツはわかる言葉で語りかける
スポーツは希望を与える。
スポーツには人種の壁を壊す力がある。
スポーツは差別を笑い飛ばす。」
（2005 年 5月25日第 1回ローレウス世界スポーツ
賞スピーチ）
・アフリカ甲子園プロジェクト
大会開催 アフリカ国別甲子園、国際大会
環境整備 野
 球場整備、道具寄贈、生産技術移転
普及活動 コーチング、野球教室、審判等養成
日本交流 日本招聘、野球留学、日本の独立リー
グへの仲介

（要約文責

例会報告 第 818 回 2021 年 8月16日（月）
オンライン例会
出席率 39.62%

青少年育成のためのタンザニア野球
教育的効果
スローガン Discipline 規律
Respect
尊重
Justice
正義
（SDGs 4 質の高い教育をみんなに）

ご清聴ありがとうございました。



宮下）

接続会員数20名+メーキャップ1名
（正会員58名-休会5名）

開始（大盛敬子 SAA 委員司会担当）
皆様 オンライン例会を開催させていただきます。
なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。
富田洋平会長 点鐘挨拶
皆様こんにちは！
オリンピックが閉会して、もうパラリンピックに向けて
一段落という形になっております。暦では本日までがお
盆ということになっておりますが、皆様いかがお過ごし
でしょうか。
今年は帰省をしたり、家族全員で集まってわいわい
というわけにはいかない方も大勢いらっしゃるんじゃな
いかと思います。こう考えると改めて交流ということが
重要だし交流したいなと思う気持ちも高まってくるん
じゃないかと思います。当クラブも同じでございまして
やっぱり例会をオンラインでも皆で集まって交流できる
ようにするにはどうしたらいいか考えたりしています。
今日ブレークアウトルームではそんな話も皆でしていた
だければと思います。それでは 818 回例会を開催いた
します。
ロータリーソング
「四つのテスト」
ゲスト発表（安原良昭 SAA 委員長）
オンライン例会にようこそおいで下さいました。
本日のお客様はいらっしゃいません。
幹事報告（石原忠始幹事）
・理事会については皆さんにすでにメールされた議事
録でご存知とは思いますが、簡単にご説明いたします。
・ 佐藤幸子会員の休会が認められました。
・来週予定されていたファイヤーサイドミーティングにつ
いてはコロナの緊急事態宣言の延期のため延期とな
りました。従いまして、
来週の例会は休会となりました。
・中央区とのコラボによって、中央区の子どもたちを何
とかしようということで活動を広げております。また
具体案が出たらお知らせ致します。
・明山理事が報告予定のフィリピンの子どもたちのケ
アについて決まり、又報告があると思います。
・ 熱海豪雨支援金について、三浦ガバナーから地区と
して支援金 400万円を熱海の属する2620 地区へ送
金されたとのお礼の報告が届いています。
ありがとうございました。

理事紹介（富田洋平会長）
（宮下文夫広報担当理事）
今まで理事が例会で挨拶するということはなかった
と思いますが、富田会長が熱心に融和をはかるという
考えで作られた企画で頭が下がる思いを感じます。で
きるだけ協力したいと思います。
私が担当しているのは広報のうちの週報です。媒体
としてのペーパー原稿をまとめるということです。デジタ
ルについてのHP、SNS 関係は山田副委員長が担当し
ていますので、
追ってそういう機会が又あると思います。
週報はコロナの前と後で大幅に変りました。皆さん
気が付いておられるでしょうか？ コロナ前の週報は2
週間に1回紙に印刷して発行していました。2回毎に
例会の開始時点で皆様に紙媒体として配布して、お客
様にも配布するということで時期的な制約もかなりあ
り、早くまとめてすぐ印刷に廻さないと間に合わない。
2週間に1回の発行なので、特に2回目の裏面にあた
る原稿は2，3日でまとめるので大幅に要約せざるを
えない。それと紙媒体で1通の週報は A 4で4枚4頁
しか紙面がないので発言を圧縮する、データもカット
する、要約せざるを得ないという制約がありました。
ところがコロナになって、福元年度からだと思います
が、費用を節約するためもあり紙媒体をやめてデジタ
ルでデータをメール配信する方式になりまして大幅にい
ろんなことが変わってきました。紙面のサイズが今印
刷すると６頁になるような分量で大体 1.5 倍のデータ量
になりました。発行時期も作業が遅いせいもあります
が、データ完成次第適宜配信して皆様にお届けすると
いうことになっています。又、例会の録画データ自体
は HPの会員専用ページに載せられているので皆様す
でに例会直後から見ておられるのではないかと思いま
す。そういうことで紙面の都合から要約したり、圧縮
する必要がなくなってきたので、かなり時間がかかり忠
実に再現せざるをえない、なぜなら録画が残っていま
すから発言内容はああじゃないよ、という方もおられ
る筈なので、今のところそういうクレームはありません
が忠実に近く再現せざるをえないと思っています。
今後の課題としては週報のデジタルデータ作成につ
いては録画データが公開されているうえにデジタル原稿
自体にも昌文社さんの費用も掛かっていることでもあ
り、週報の例会データを作る必要があるのかなという
ことがあります。今までのところ読んだ内容についての
フィードバックとか印刷して読んだらこうでした等のア
ピールはほとんど受けたことがありません。その効用
性、読んでいるのかなという疑問もあります。今後検
証が必要ではないかと思っています。以上です。あり
がとうございました。
（岡田敏江理事 米山奨学財団委員長）
今年度米山奨学委員長を仰せつかりました岡田でご
ざいます。

新しく入られた方が多いので、少し米山事業のお話
をさせて頂きたいと存じます。日本で生まれ、日本で育
ち、世界に発信している事業が米山事業でございます。
勿論日本から海外で学んでいる留学生も奨学金をい
ただいておりますが、米山事業はロータリークラブ全員
に寄付をしていただき、その寄付金によりますが、毎
年12月に面接をして優秀な奨学生を4，50人程受け入
れております。私もここ7年近く面接官をしておりますが、
あまりに優秀な奨学生たちですので私自身とまどってし
まい、本当に貴重な経験をさせていただいております。
昨年度は私どものクラブではナタリーさんを受入れまし
た。今期は奨学生の受入れがございませんが、皆様方
の寄付金で学んだ奨学生たちが卒業しますと学友に入
り日本に残る奨学生もいらっしゃいますが、その後母
国に帰られロータリアンとなる奨学生たちもおります。
その中からお世話になったクラブや米山奨学会に恩返
しとして毎年 50万円、100万円の寄付をされる方もい
らっしゃいますが、寄付を10年間以上続けていらっしゃ
る方々もいらっしゃいます。今年度は米山事業の意味
合いを新しく入られた方々にもっとご理解いただき、寄
付の重要性を呼びかけて参りたいと存じます。どうぞよ
ろしくお願い致します。
ブレークアウトセッション 約 5 分間
【提案】
（山下江会長エレクト）
例会の出席者が 20 名というのはいくらなんでも少な
いので、次回９月６日例会から今日来ていないメンバー
を1人か2人必ず連れてくるよう提案したい。
（富田会長）
いいと思います。

イニシエーションスピーチ
すず き

鈴木

たか し

隆志 新会員

まずは入会を認めて頂き感謝申し上げます。イニシ
エーションスピーチの場をいただき大変に光栄に存じ
ます。
今日は以下の3つのテーマでお話ししたいと思います。
1 自己紹介
2 事業について
3 私の夢
1 自己紹介
・ 私は1978 年2月12日に埼玉県大宮市で生まれまし
た。現在杉並の阿佐ヶ谷に在住しています。
家族は妻てるか 42 歳（私の1つ下）です。

妻は人形や洋服を作るアーティストとして活動して
います。井の頭公園でフリーマーケットの免許をもっ
て10 年位続けています。
子どもは今高校 2 年生です。以前は公務員になり
たいと言っていましたが、中学校の後半に急に「農
業を学びたい」と言い始め、
「世界は自然が破壊さ
れててどんどん自然が無くなっていて、これを誰かが
やらなくちゃいけないから、僕はやりたい」というの
です。僕は正直めちゃめちゃ嬉しくて「応援するぞ」
と手伝っています。今農業を手伝いに行って、育て
た野菜をプレゼントされて感動しました。食べたとき
はすごくおいしく感じました。
・私自身は幼少のころ、活発すぎて両親は紐をつけ
ていなければどこまででも行ってしまうということで
した。探検が大好きで、幼稚園を出たかくらいのあ
るとき家から10 キロくらい離れたところで三輪車に
乗っているところを保護されたことがあります。
・実家は浅草の雷おこしの大宮工場をやっていて、母
方がそちらの家で、僕は子どものころから焼きたて
のせんべいや人形焼を袋に入れて、それを持って探
検に行くという日課でした。
身の廻りにはトラックのドライバーさんとかせんべ
い焼き職人がいて、職人さんが非常にかっこよく映っ
ていました。
祖父が僕の小学校 2 年生の誕生日に亡くなりまし
たが、祖父との思い出でよく覚えているのは鯉に餌
をやりながら工場を見ており、職人さんを指さして僕
に教えるんですよ。
「あそこにすごくえばっている奴がいるだろ。ほら
今叩いてるだろ、人を。彼はあんまりよくない人間だ。
あそこのばんばん一生懸命走っている人がいるで
しょ。あの人をよく見てなさい。そのひとのところに
いろんなパートのおばさんやらアルバイトさんやらい
ろいろ人が集まってくる。その人が指示をして教えて
あげているんですね。実はあの人を今度工場長にす
るつもりなんだ。」
このような話が印象に残っていて、
「あの人は中学
校しか出ていないけどこれから会社の重役になって
いくんだよ」というのでした。
・中学校に入ってバスケットボールに夢中になりました。
当時スラムダンクというのがすごく流行っていたの
ですが、その前に僕はやっていたのでミーハーでは
なかったのですが、廻りの入部者は皆スラムダンクを
読んで入ってきていました。
入部届を出したのは、35人いましたが、3カ月で 6
人になり、いきなり廃部の危機になるという形になり
ました。そんな中で中学でバスケットをやり続けて
高校に入ってからも、バスケットをやっていましたが、
高校 1年生の夏に試合中に大けがをして、左膝を壊
してしまい選手生命が無くなるくらいでした。
・その後ぐれてしまい、ストリートバスケットが流行っ

ていたのでそっちの方へ段々と行ってしまい、だん
だん高校にもいかなくなってしまいました。
これじゃいけないなというのも頭の中にあり、その
とき「夢リスト」というものを作り始めたのです。自
分がやりたいことを10 個、30 個とどんどんノートに
リストアップして、そもそもこれをやるにはいくらかか
るのだろうという疑問にたどり着いたのです。
それから毎日図書館とか本屋さんに行って、
「何々
を起業するには」みたいな本を見て、そうすると「喫
茶店を作るには1000万円かかる」など出てくるんで
すね。
それを本は買えないので頭の中に叩き込んで、家
に帰ってノートに書くという流れで、ずっとお金を計
算していったら、30くらいの自分がやりたいことを全
部やるのに13 億円かかるということがわかったんで
す。子どもながらに「13 億」でこの仕事が全部でき
るんだと思って、高校に通うようになり、すぐに働こ
うと思って大学には行かず、高校を卒業してすぐスー
パーに就職して、最初の給料を見て愕然とするんで
す。一生貯まらないと思って、非常に困りました。
・それからは、どうやったら会社を作れるんだろうと、
又図書館へ行って「株式会社を作るには」という本
に手をだすんです。その時本当に喜んじゃったんで
すよ。夢を語ってその夢に納得する人がいればお金
を出してくれるんだということで、それからは「起業」
というのが頭にありながら悶々とした日々を過ごしま
した。
そのあと飲食業に携わることが多くなりまして、上
場企業になる直前の会社で本部のインストラクターと
して新入社員の育成研修部門のトップを10 年間やら
させてもらいました。延べ 3500人位の社員さんを育
成しました
・その後 25 歳で経営を始めまして、イタリアンレストラ
ン「セレブデトマト」
、アメリカンダイナース、古着の
ショップ、アメリカから直接買い付けて安く売るとい
う形でしました。
・ OEMのソース工場でつぶれそうな会社があったの
で、社長に直接お話して「この会社を黒くしたら僕に
くれないか？」と交渉したら、
「いいよ」と言われて、
実際に3ヵ月くらいで黒字化が出来たので、私たち
の工場にして、柏の高柳というところでトマトソース
だったりドレッシングを作る工場にしています。
・ 福島の震災が起きたときに海沿いの私の店が津波
が来るんじゃないかと3ヵ月くらいゼロが続き、傾い
てしまい、自分の手を離すしかないなと全部企業を
譲渡することになりました。
・その後福島のために何かしてやろうと福島復興事業
として、5年間ほどいちごを売り出す仕事だったりを
しました。あと飲食店のホワイト化という事業をやっ
ていました。
・ 働き方改革の導入を5社ほどやらして頂いている間

に、最後の事業として金融リテラシーの向上という
ことに取り組みまして、しばらくはこちらで401Kの
導入だったりを企業に教えるような仕事をしていま
した。
・ その会社は、外国人の会社の社長だったのですが、
海外からヘッドハンティングされて、こっちでやりた
いからと会社をつぶしてしまいまして急に失業してし
まったんですね。困ったなと思っていた時に今の会
社の会長に出会いまして、一緒にしごとをすることに
なります。
2 事業
・ 現在こちらの仕事ではどんなことをしているかという
と、会員制の医療クラブという銀座メディカルクラブ
というのをやっています。
日本に42 名いるスーパードクターをネットワークで
つなぎまして、日本で一番の医療チームを作り、経
営者の命を圧倒的な医療技術と人脈で守るという仕
事をしています。脳だったら福島先生がいて下さり、
心臓だったら南先生が診て下さるというようなものを
やっております。
コロナウイルスだったら呼吸器をつけている重症
患者でもだいたい7日位で治すことができることに
なっております。
・ 他に「銀座エスコフィエ」という創業 71年になる銀
座の老舗フレンチレストランがあるんですが、こちら
がコロナで非常に危機的な状況になっていたので、
こちらも今は実は引受けています。僕が福島でつぶ
れかけたときにもいろんな事業の人に助けてもらっ
て僕の会社はつぶれないでなんとか今も雇用を守っ
てしっかりと営業が出来ていますので、そのとき助
けてもらった恩を返すんだったら今かなと思って僕
ができることをやろうということで二足のわらじを履
いてなんとかエスコフィエというレストランを後世に
残したいという思いでやらせていただいています。
・ふくしまHOPEプロジェクト
昨年 3月に福島の仲間と立ち上げました。公平に
見てもらえていない福島の優秀な産物をなんとかし、
福島で働きたい高校生・大学生を支援するために仲
間と活動しています。
将来自分がやることによって、将来子どもたちが
楽しく笑えるようになるため、子どもたちがそれを引
継いでくれて身の廻りがよくなったらいいなと思って
活動しております。
ご清聴ありがとうございました。

イニシエーションスピーチ
まる い

圓井

じゅん こ

順子 新会員

・圓井順子です。自己紹介からまずさせて頂きます！
◎ キャリア
大きな病院で 6 年ほど働いて、ゆっくりしていたと
ころ、
「東京でクリニック開業するから週 3 でいい
から看護師できて」、この声掛けを受けて、現在
もなお現役ナース。
実際は週 6。
受付事務・看護業務・経理（会計・レセプト・・・）
・
企画
◎ 「何か手伝います？」この声掛けからメディカルリ
サーチ社に就職。
・メディカルリサーチという会社は、医療の専門商社。
3本の柱
1 医学意見書
医療過誤・交通事故（後遺症等級）・労災・死因
不明・遺言鑑定における専門医の意見書作成。
弁護士は常に意見書を書いてくれる医師を求めて
いる。しかし、医師と弁護士は共通の言語を持っ
ていないので、当社が間に入って意思疎通を図り
ます。
2

サプリメント
医師・看護師監修のもので今一番力を入れてい
ます。
皆さんの周りにいる大切な人：40 歳以上
病気は早期発見だけがすべてではない。体が錆
びたり、出ていくものをサプリで防ぎ補う。
・サプリメントとして
ブロードスペクトラム：天然由来成分100％
ザクロ、クコの実配合サプリ
機能性表示食品タヒボ茶配合サプリ
などを扱っています。

3

病院関連
医療機関の開院・運営支援紹介
みなさんの周りにいる大切な人、メディカルクラブ
に入っていますか？
・人間ドッグ、MRI 検査、PET 検査等紹介
脳の老化、体の錆に関係、MRI 検 査で萎縮
を調べることが出来、PET 検査で脳の代謝を
調べることで軽度認知症を検出することができ
ます。
日本が超高齢化社会を迎えるなかで種々の検査
ができる時代になってきていますから、そういう

風にやっていただいて経験豊富な年配方と若い
人たちが一緒に仕事ができるようなそんな時代
になっていったらいいなと思います。
以上です。ありがとうございました。

（要約文責

富田洋平

会長

大 盛 敬 子 会員

宮下）

鈴木さん、圓井さん、一日も早く当クラブ
のメンバーと直に交流頂きたいです。
本日のイニシエーションスピーチ楽しみにし
ております！
日々感染者が増加しておりますが、皆様
協力して乗り越えていきましょう
！
にこにこ合計 5,000 円

クラブ週報
編集担当

宮下 文夫・山田 桂子・小堀 彰・
川口 惠・金子 健彦・諏訪 智美・
大石 由梨枝・白坂 亜紀

