
 

 

2019 年 5 月 17 日 【第 10 回】 

10月 3日の卓話 9月 26日の出席率 10月 17日の卓話 

 
「 ガバナー公式訪問 」 

 

国際ロータリー第 2580 地区 

ガバナー 松坂順一様 

        

 

 

 

 

会員在籍者数       29名 

会員出席者数       16名 

会員欠席者数    13名 

本日の出席率     55.17％ 

前回訂正出席率    0.00％ 

「 夜間例会 」 

 

 

6 月 7 日の卓話 5 月 17 日の出席率 5 月 17 日の卓話 

                      ≪第 9 回例会報告 

2019 年 5 月 17 日≫ 

司会：石田清貴会員 

■点鐘：栗山義広会長 

  
 

■ロータリーソング斉唱 

：ソングリーダー 佐々木会員 

 

 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海西 RC Ver.唱和：西野幹事  

  

■来賓・ゲストスピーカー紹介：栗山義広会長 

 IT・会報副委員長 武井隆光様 

 国際奉仕委員バギオ基金 髙橋健様 

  

■ビジター紹介：西野幹事 

 井上健士様（スバ RC・南太平洋フィジー諸島） 

 

■会長報告・スピーチ：栗山会長 

・加盟認証状伝達式（チャーターナイト）の報告 

 

 

 

■幹事報告：西野幹事 

・ロータリーの友 5 月号をメールボックスに入れてい

ます 

・ガバナー月信 5月号をメールで配信しています 

・ガバナー公式訪問（6月 7日）について 

 

■入会式：栗山会長 

・新入会員 飯塚正裕会員 

  
・スピーチ：飯塚正裕会員 

皆様、初めまして、飯塚と申します。税理士をしており

ます。3月まで毎年確定申告の時期で忙しいのですが、

この時期は何か参加したいなと思うのですが、飯塚副

会長からお誘いをいただき、昼間、クライアントとの

花見の後のベロンベロンに酔った状態で、栗山会長と

もお会いして人柄も素晴らしいと思い、また今年で 45

歳になるのですが、人生 90歳まで半分来て、今までは

自分勝手に生きていたこともあり、残り半分を奉仕と

いうことを意識して、RCに参加させていただきました。

まだ分からないことばかりですが、お酒が好きなので、

皆様、可愛がって頂けたら嬉しいです。 

■5月のお祝い：西野幹事 

・会員誕生日 該当者なし 

・奥様誕生日 西野充英会員夫人、島崎久志会員夫人、
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武井隆光会員夫人 

・結婚記念日 木津繁会員、大西聡会員、清水孝弘会員 

・「誕生日の歌」：無 

・1 分間スピーチ：無 

 

■出席状況報告：伊藤会員 

⇒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：髙橋会員 

蔡衍榮様（台北仁愛 RC） 

（ご意向）先週の土曜日は素晴らしい国際ロータリー

加盟認証状伝達式おめでとうございます。今日はガ

バナー補佐の用事で例会に顔出せません。6 月 7 日

のガバナー公式訪問には出席しますので頑張ってく

ださい：斉藤実様（国際ロータリー第 2580地区東分

区ガバナー補佐） 

（ご意向）本日は会員自己紹介、武井会員、髙橋会員、

元気よく宜しくお願い致します：栗山義広会長 

（ご意向）昨日は油井会員主催のゴルフコンペで準優

勝致しました。お世話になりありがとうございまし

た。ちなみに 81でベスグロでした：栗山義広会長 

（ご意向）三役の皆様お疲れ様でした：油井健一様（東

京臨海西 RC） 

（ご意向）自己紹介宜しくお願いします：髙橋健様（東

京臨海西 RC） 

（ご意向）本日は自己紹介、武井会員、髙橋会員宜しく

お願いします：石田清貴様（東京臨海西 RC) 

西野幹事、伊藤会員、岸会員、佐々木会員、田名網会員

間野会員、清水会員、継岩会員、武井会員（東京臨海

西 RC) 

 

【21 件 98,000 円  累計 685,000 円】 

 

 

■本日の卓話 

「会員自己紹介」 

 

【IT・会報副委員長 武井隆光様】 

 
皆様、こんにちは。武井隆光と申します 

生まれが昭和 48年生まれの 46歳です。 

妻と、子一人（1歳）の家族 3人で暮らしております。。

不動産の仕事をしております。 

4月の誕生日の際、軽い自己紹介をさせていただきまし

たので、今日は生い立ちからのお話をさせていただき

たいと思います。 

生れは栃木元の小山市で、幼少期は茨城県の下館市と

いうところで育ちました。 

その時、私の祖父が不動産の会社を作り、父が 2 代目

として経営しておりました。 

私も小さい頃は、不動産屋の息子と回りから言われ、

当然のごとく、父の跡を継ぐんだろうと漠然と思って

おりました。 

特別裕福だった記憶はないのですが、父は相当遊んで

いたみたいです。毎日のようにゴルフをして、肌が真

っ黒で良く地元の新聞にも写真付きで載っていたくら

いゴルフが上手かったみたいです。また夜は良く取引

先などの会合や飲みにも連れていかれたのですが、怖

かった記憶しかないですね。 

さて、小学校 5年生くらいの時だったと思うのですが、

会社が倒産しました。理由は、父が保証人になってい

た工務店が夜逃げしたらしいのですが、理由はどうで

あれ、とにかくその日から生活が一変しました。 

私は、祖父祖母に預けられ、父と母は東京に出稼ぎに

行くような生活を５、６年していたかと思います。 

ただ、結果的にですが、不動産バブルの時だったので、

父も母も仕事が上手くいき、結果、東京で家族全員暮

らすことが出来るようになりました。その時、住んだ

のが船堀で、住みやすいこともあって、今も船堀で家

を買ってずっとそこで暮らしております。 

 

その後は、都立深川高校、帝京大学を卒業して、大学卒

業後は、三井信託銀行の不動産会社で不動産の知識を

学びました。 

この時、人の三井と言われている三井信託銀行グルー

プで働いたことが、まず、私の仕事の基礎を作ってく

れました。 

 

その後、28歳の頃に、人生の転機が訪れました。 

漠然と、不動産以外の仕事もしてみたいなと思い、代々

木にあるコンサルティング会社の面接を受けに行った

ところ、その会社の社長が、今度、面白い不動産会社作

ったんだけど、そっちで働かない？と。 

不動産ソフトをプロデュースしたいと、話しがとても

斬新で面白かったので、即断即決で、入社しました。 

その時、その新会社の社長をしていたのが、1部上場の

ベクトル社長の西江さん、取締役に最近上場した RPA

ホールディングスの社長の高橋さん、他にも凄い方が

役員を務める会社に入社しました。役員は常駐せず、

社員は私一人。 

 

ベクトルも、RPAも今は上場して、雲の人となってしま

いましたが、当時から、発想が豊かで、事業企画の会議

の中、ただの不動産屋だった私は、話についていくの

で精一杯で、毎朝 8 時のミーティングで毎日のように

怒鳴られてました。とにかく既存の不動産会社とは違

うことをしようと、毎日、新規事業の企画、調査、実践、

ということを延々としていて、結果的に大きな仕事も

任せてくれるようになり、今の自分の礎を作ってくれ

たと、とても感謝しております。 

それは無理！という前に、まずやってみよう！という
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前向きな発想と、思い立ったらすぐ行動というスピー

ド感を体に染み込まされました。 

 

その後、事業責任者としていろいろ楽しい仕事をさせ

ていただきました。 

平成 15 年 12 月に、渋谷でラーメン博物館みたいなこ

とを企画、事業化したり、このときは館長などもして、

ラーメンのファンドを立ち上げたりもしました。 

平成 17年には、店舗に特化した不動産サービスを立ち

上げて、何をしたかというと、毎日、ブランド会社や飲

食店に電話営業。 

部下にノルマを設定して、毎日、企業にどこで出店し

たいのかヒアリングをして、それをデータベース化し

て、数年後気づいたら、5000 社のショップの出店希望

リストが出来上がりました。 

今度はそれを元にビルオーナーや不動産開発会社に電

話営業。 

当時、店舗に特化した不動産会社はほとんど業界にい

なかったので、ビルオーナーやビル開発会社にはバカ

受けして毎日のように仕事の依頼が来てました。 

 

その後、リーマンショックがきて、今の仕事に至る訳

ですが、話しが長くなりましたので、続きはまたの機

会とさせていただければと思います。本日は、ありが

とうございました。 

 

 

 

【国際奉仕委員バギオ基金 髙橋健様】                       

ロータリークラブ 

高橋 健さん  「本日の卓話」 

 
皆さんこんにちは、高橋健です。 

尊敬する人は高倉健です。 

高橋も、健も皆さんが今まで何度も聞いたことがある

ポピュラーな名前です。 

親しみやすい名前ですので、今一度私の名前を覚えて

帰ってください。 

 

家族構成は、妻と小学校 5年生の娘の三人暮らしです。 

 

今年で 51歳になりますが、学生時代中学まで野球少年、

高校でも続けようと頑張っていましたが、 

足を複雑骨折してしまい断念しました。 

ですが、足が速いのを生かし高校では陸上部に所属し

ていました。 

 

昔からアメリカに憧れ、高校卒業後アメリカの大学に

進学しました。 

あえて、日本人が少なく日本語の通じない、勉強する

には環境がいいアイオア州へ飛び込みました。 

日本人が 20人ほどの大学で今の奥さんと出逢い、1995

年に結婚し 30年連れ添っています。 

 

卒業後日本へ帰国し、国内の旅行会社に入社しました。 

しかし、再びアメリカに行く思いが強くなり、 

1997 年にロサンゼルスへ行き、2001 年 9.11 のテロも

経験し、2002年までロスで 5年仕事していました。 

当時英語もろくに話せなかったため、電話も取ること

ができず、 

お客様のところへ直接足を運び仕事をしていました。 

 

その後、JTBで仕事をしていましたが、組織が大きい過

ぎ、 

自分のやりたいことは「人と触れ合い、お世話をする

こと」と改めて実感し、 

現在の会社、Sプランナーで働いております。 

 

私はお世話するのが好きな性格なので、ロータリーク

ラブでもこの性格を生かし、貢献していきたいと思い

ます。 

 

 

 

■点鐘：栗山会長 
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