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東京多摩グリーンロータリークラブ
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増強から広げる

２０1９．０１．１６ 第１２９７回例会

◎司会
◎開会点鐘

ＳＡＡ・親睦委員 杉山 真一
会長 三田みよ子

No.２９－２１ ２０１９．０２．０６発行

◎次年度会務報告
会長エレクト 入沢 修自
本日例会後、第一回被選理事会がありますので
よろしくお願いします。
【 委員会報告 】

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」
ソングリーダー 森本 由美
◎お客様紹介
本日はございません

◎各委員会・他
◎出席報告

会長 三田 みよ子

◎会務報告
会長 三田 みよ子
１月９日開催の定例理事会報告
◆「消防少年団との共同社会奉仕プロジェクト」に｢関
する収支報告書を承認致しました
◆クリスマス例会の収支報告書を承認致しました
オークション売上（11 万 7 千円）はニコニコＢＯＸ
に入れます
◆前会員の再入会については、仕事の都合で取りやめ
になりました
◆ロータリー用語集改訂版を承認致しました
◆ロータリー定款・細則の改定版を承認致しました

出席奨励委員会 萩生田政由

会員総数
出席義務免除者
出席者数 出席義務者
出席免除者
計
出席率
◎ニコニコＢＯＸ

◎幹事報告
幹事 菊池
敏
◆配布物
・2018-19 年度奉仕プロジェクト収支報告
・クリスマス例会収支報告
◆回覧物
・第六回「奉仕の集い」ご案内・補足資料
・バギオだより 1 月号
・タウンニュース平成 31 年元旦号
・ハイライトよねやま 226 号
・東京稲城ＲＣより例会のご案内
（稲垣純一氏の卓話あり⇒希望者申し込みのこと）
◆例会時使用の駐車場サービス券の件
・ホテル内とホテル西側は対象
（西側駐車場の場合サービス券は 2Ｆフロント渡し）
・ヨーカ堂や銀行は対象外
例会場 京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日 12：30～ 月最終例会 18：30～
事務局 〒２０６－００３３ 多摩市落合 1-43
京王プラザホテル多摩５６１号
TEL 042-372-6463 FAX 042-372-6491 E メール tamagrc@tamagrc.join-us.jp
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28 名
7名
14 名
7名
21 名
= ７５.００％

ＳＡＡ・親睦委員会 田﨑 博実

三田みよ子 福岡さんイニシエーション頑張
って！！楽しみにしています。
菊池
敏 福岡さんイニシエーションスピーチ楽
しみにしています。
福岡
均 イニシエーションスピーチ、頑張ります。
森本 由美 福岡様、本日の卓話宜しくお願いします。
峯岸
忠 福岡さん楽しみにしいてます
皆さん寒い日が続いています カゼ
など ひかないように。
杉山 真一 福岡さんイニシエーション楽しみです。
宜しくお願いします。
伊澤ケイ子 福岡さんイニシエーションスピーチ
楽しみです。
足立潤三郎 福岡会員のイニシエーションスピーチ
楽しみです。
萩生田政由 福岡 均様 卓話楽しみです。
入沢 修自 福岡さんのあまり細かい話は知らない
ので本日はよろしく。
遠藤 二郎 福岡さん卓話楽しみにしています。
初野 有人 稀勢の里 残念です。

会長 三田みよ子 幹事 菊池 敏
会報・記録委員長 小泉 博
副委員長 守田 亨 委員 関岡俊二 遠藤二郎 瀬戸 武 宮本 誠
森本由美 田﨑博実
HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/

村上

久 福岡さんイニシエーションスピーチ
楽しみです。
澄川
昇 今後ともよろしくお願い致します。
大松 誠二 福岡さんスピーチ楽しみにしています。
田﨑 博実 富士スピードウェイに行って来ました。
本日の合計￥１６,０００ (累計￥４４１,２２３ ）

◎会員表彰
★第 2 回米山功労者

会長 三田みよ子
萩生田政由会員

★ポリオ撲滅支援企業への感謝状・ピンバッチ
入沢 修自会員
◎卓話者紹介
プログラム委員長 初野 有人
本日のイニシエーションスピーチは福岡会員です。
よろしくお願いします。
◎会員卓話
『福岡
均会員イニシエーションスピーチ』
㈱東和福岡です。本日、偶
然私の誕生日です。
いまだ独身、24 時間体制で彼
女募集中です。
生まれは八王子の富士見町
です。新町で 18 歳まで過ごし
ました。市立第４小学校で学び、中学は五中でした。入
沢先生が隣の中学におられたとお聞きして、人の縁は不
思議だなと思いました。
高校は杉並の佼成学園に通いました。その影響もあっ
てか、物事を判断するとき宗教的というか、まじめに
堅く考えるくせがあると、自分は思います。
3 年間は勉強、サッカーというありふれたものでした
が、受験は日大、青山学院、芝浦工大に合格
しました。しかし、目的もなかったので大学には行き
ませんでした。
しかし母親がそれを悲しんだので、よし医者になろう
と、3 年間浪人しました。そして東海大医学部に合格
しました。英語も数学も万点でした。
でもその後に続く勉学のいばらの道に進もうとは思
わなかったので、やはり医学部にも行きませんでした。
その後フリーターになり、配送の仕事やマグロの販売
などのアルバイトを 25 歳までしておりましたが、見
るに見かねた義理の父の勧めで、いまの東和に入社し
ました。
まずは宅地建物の資格をとるため、仕事と勉強を猛烈
にしました。目的があって仕事をしていたので楽しく
てたまりませんでした。不動産の仕事とは、契約者様
の生活を管理させていただくということです。

長くやっていると色々なことがあります。入居者が
亡くなったり、犯罪者の退去の手続きをしたり、おか
しな入居者の対応をしたり、家賃を払わないひとへの
督促をかけたりするのです。
そのようにしていると貯金もかなり貯まりました。
ホリエモンが活躍していた頃で、インターネットの株
式市場に注目しました。個人が株式を売り買いできる
ようになりました。貯金の 4 百万円を元手に相場を張
りました。これが大変儲かりました。2 年半で 1 億 3 千
万にもなりました。
ずっと儲かると思っていましたが、そんな時ライブド
アショックが起こりました。翌日から自分の資産はス
トップ安で、4 日で一億が減ってしまいました。
あまりの短期間にそのようなことがあって、強度のう
つ病になってしまい、病院に 1 ケ月ぐらい入院するこ
とになります。
父から「男は大きな仕事をしなきゃならない」と言わ
れてきました。でも若造にはそうそうできる訳があり
ません。駐車場の仲介や車庫証明など、そういった小
さな仕事を数多くしてきました。
私の父親は働くことが大好きで、モチベ―ションをあ
げ、お酒を飲んだり猟銃で狩りに出かけたりする生き
方でした。
私はそれを見て、小さな仕事を積み重ねてきました。
その結果、社員 32 人、駐車場など 4 千戸をかかえる
多摩市では老舗といわれる、大きなところまできまし
た。
そのようになって、少し余裕もできたので、私のやり
たいことリストを作ってみました。200 個くらい書き
だしました。その中で 2 つ選びました。
ひとつは自分の会社を大きくすること、100 人規模に
育てることです。
もう一つは、
人のために動け
る人間になるこ
とです。
多摩グリーンＲ
Ｃに入れて頂き、
ほかのものに命
をささげてゆき
たいと思います。ありがとうございました。
※初野会員よりコメント
医学部に受かって行かないなんて理解できない（笑）
※田崎会員・入沢会員・大松会員から質問など。
◎お礼と閉会点鐘

会長 三田 みよ子
（今週の担当 瀬戸

武）

