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２０２０-２１年度 

第２７２５回 
２０２０年１１月６日（金）点鐘１２時３０分 （晴れ） 

◆国歌斉唱       『君が代』 

◆ロータリーソング『奉仕の理想』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇米山奨学生／ 黄 思涵さん 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長  

理事・委員長会議報告 

・クラブ運営資金会計報告 承認 

・ニコニコボックス会計報告 承認 

・合同幹事会報告 

・12/19忘年家族例会について 

・６月・台北ロータリー国際大会について（６/１２～１５予定） 

・２０２１-２２年度理事役員候補者について 承認 

 （大塚会長エレクトより会場で発表あり） 

・新会員の委員会所属について 

・地区再編について 

◆委員会報告                   

★直前会長・幹事慰労会、現会長幹事激励会開催の 

ご案内（岡田 敦志副幹事） 

  日時⇒ ２０２０年１１月２５日（水）１８時～ 

  会場⇒ すし波奈 

★親睦活動委員会より（鈴木 美津江副委員長） 

  ≪懇親夜例会開催のご案内≫ 

  日時⇒ ２０２１年１月２９日（金） １８時～ 

        貸切バス 蘇我駅１７：００ 千葉駅１７：１５  

  場所⇒ RISTORANTE CASTELLO 

        リストランテ    カステッロ （佐倉市臼井） 

★クラブ研修委員会より （杉本峰康委員長より） 

 ≪オリエンテーション開催のご案内≫ 

 

日時⇒ ２０２０年１１月１３日（金）１８時～ 

会場⇒ オークラ千葉ホテル 

◆幹事報告           河原 大輔幹事  

合同幹事会報告 

２月２５日にＩＭが開催されます。詳細は追ってご連絡

します。 

◆１１月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い        

≪誕生日お祝い≫ 

岡田敦志会員・畠山明則会員・金親博榮会員 

石井慎一会員・大山博大会員・早野友宏会員 

≪結婚記念日お祝い≫ 

 土屋文武会員 

 

◆出席報告 (会員数５１名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

 

◆ニコニコボックス報告              

≪廻 辰一郎会長・河原 大輔幹事≫ 

１１月になりました。みなさんはインフルエンザ予防接

種を毎年うけていますか？今年は新型コロナウィルスの

流行が懸念されるため、需要が高まる予測から過去最

大量のワクチンを用意しているようです。できるかぎり予

防接種をうけることをお願いいたします。 

 アメリカの大統領選挙、気になるところではありますが、

早く決まってほしいです。日本への影響も少し気になり

ます・・・。 

出席者数 

３２名 

欠席者数 

１９名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 １名 

10/23 修正出席率 

 ６９．５７ ％ 

千葉ＲＣ 月 11/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 11/24 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/24 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 11/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 
 

ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 11/19 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



≪伊藤 和夫会員≫ 

皆さんこんにちは。大変うれしいニコニコニュースが二

つあります。一つは、１０月２８日に私がキューピット役を

務めた斎藤昌雄会員の長男・晋太郎さんと大塚裕正会

員の長女・仁美さんご夫妻に女の子が誕生致しました。

本当におめでとうございます。健やかに成長されることを

心からお祈り申し上げます。 

二つ目は私自身のことです。翌１０月２９日に東京タワ

ーのすぐ足元にある港区芝公園の東京プリンスホテル

にて令和２年自動車関係労働者国土交通大臣表彰・貨

物運送事業関係部門の一人として受賞してまいりました。

全日本トラック協会の坂本克己会長様、千葉県トラック

協会の角田正一会長様、日本貨物運送協同組合連合

会の吉野雅山会長様、首都圏キット利用共同組合として、

私が若い頃勤務しお世話になりました千葉信用金庫の

宮澤理事長様からも祝電、そしてお祝いのとても立派な

お花をお贈りいただき、誠に身に余る光栄の極みです。 

ロータリーの職業奉仕とは何か、四つのテストを行動

に照らし、職業を通じて社会に奉仕することはもちろん、

自らの職業に活かす意識・理念を高めることにあります。 

今回の受賞も業界の皆様や私を支えてくれる社員の

皆さん、家族の協力、そして、本日ここにおられます千葉

南ロータリークラブの会員の皆様のご支援、ご鞭撻のお

陰と、心より感謝申し上げます。本当に有難うございま

す。 

以上、報告は来月７２歳になる年男、職業奉仕委員長

の伊藤和夫でした。 

≪金親 博榮会員≫ 

 この度、令和２年度千葉市政功労者表彰を頂きました。

林業での永年の奉仕ということでした。有難うございま

す。 

≪廻 辰一郎会長・河原 大輔幹事≫ 

伊藤さん、自動車関係功労者大臣賞の受賞、おめで

とうございます。これまでの実績が大変素晴らしい賞とし

て評価されてとても嬉しく思います。本当におめでとうご

ざいます。 

金親さん、永年の林業でのご奉仕で表彰されましたこ

と、おめでとうございます。これからも千葉の緑が美しく

豊かになりますようご活躍下さいますように。 

≪大塚 裕正会員≫ 

 新聞でみました。伊藤和夫様、おめでとうございます。

長期に続けられること、素晴らしいと思います。見習いた

いと思います。 

≪斎藤 昌雄会員・大塚 裕正会員≫ 

 斎藤家の長男、大塚家の長女夫婦に１０月２８日に女

の子が生まれました。名前は、環（たまき）と申します。 

すくすくと育ってくれることを願っています。 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

本日の卓話 
 

 

山本 康永会員 

 

皆さんこんにちは！ 

水野会員からご紹介を

受けまして入会させていた

だきました。株式会社七夢

（ななゆめ）の山本と申しま

す。 

 水野会員に卓話をどのよ

うなお話しをしたらよいかと相談したところ、アドバイスを

いただき、今、私共で「ななゆめタウン Project」というプロ

ジェクトがございまして、お手元に資料を配布させていた

だきましたので、こちらに沿ってお話しさせていただこう

かと思います。 

まず、私の前職は、車業界の営業をしておりました。

各々、国産メーカー、外車メーカーの営業をやっていま

した。その後、今の株式会社七夢という会社を始めて 10

年少し経っております。 

会社は市原市と千葉市の方に数か所あります。あと、

資料に株式会社トウケンと書いてある会社は不動産、う

ちの施設等を管理してもらっている会社を私が代表とし

てやっていています。また幕張ベイパークと蘇我の駅前

で美容室をやっております。 

なんでこんな風になってしまったかというと、もともと介

護事業だけだったのですが、色々な方々が「こんなのも

いいんじゃないか」というご意見をいただきまして、私一

人なのですが、今そういう状態になっています。 

お手元の資料（「ななゆめタウン Project」）のものは、

実は私もつい２、３年前までは介護ヘルパーとして代表

として働いていました。やはり、社員の信用を得なければ

なりませんので、介護福祉士の資格をとってやっており

ました。その時に、千葉市緑区古市場なのですが、そこ

にＮPO法人がありまして、その NPO法人が辞めるという

ことで役所のほうからお話がありました。ＮPO 法人をうち

のほうで受け入れるのはかなり難しかったのですが、約３

年掛かってそちらのほうの小規模多機能という施設なん

ですが、そちらのほうも七夢で運営する事になりました。 

緑区のその場所というのが、おゆみ野のミスターマック

スの通りのところなのですが、反対側をみると全部市街

化調整区域でおそらく１万坪くらいある田んぼなんで

す。 

そのうち、宅地にできるという形のもので、全部合わせ

て約２，０００坪を購入して、何かに利用しようと考えたの

がお手元の資料にある「ななゆめタウン Project」でござ

います。 

私としては、ここに医療の街をつくりたいなという理想

を掲げてやっております。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 22,000 円 累計 175,000 円 

金の箱  330 円 累計 14,430 円 



約１０００坪の土地には、病院なり何か医療関係の施

設を誘致出来たらいいなと考えています。また HP の動

画（www.nana-yume.com/）を見ていただければおわかり

になると思いますが、色々なものができる可能性があると

いうことだけお伝えできればと思います。私なりに色々夢

を描きながらやっています。 

次に、私の会社で、どういうことをやっているのか簡単

にご説明させていただきたいと思います 

まず、私の会社では、小規模多機能居宅介護施設と

いうのと、サービス付き高齢者向け住宅をやっています。

サービス付き高齢者向け住宅というのは６０歳以上の方

が誰でもそこに住むことができるような施設になります。

実際は入居金等が無いようなかたちで、簡単にいうとア

パートに介護をつけるというか諸々アドバイスをしてくれ

る人がいるというものなんですけど、実際は、介護の必要

な方、ほとんどが病院の方からご紹介を受けるんですけ

ど、金額的にはおよそ１２万円から食事を入れて１４万円

くらいだと思います。 

サービス付き高齢者向け住宅は、私どもの会社で何

棟かつくっております。この住宅（施設）は、国の基準に

よりかなり優遇されていまして、そのためにとても贅沢な

作りになっております。たとえば、通路の幅が決まってい

たりですとか、各部屋自体は 18.21 ㎡という最低基準が

決められていたりします。それと、ロータリーの例会で使

用する大ホールみたいな部屋の設置ですとか、食事内

容もかなり贅沢といえば贅沢な作りが、この国の基準で

成り立っています。その反面、運営側は大変ではありま

す。 

もう一つは、小規模多機能居宅介護という施設があり

ます。たぶんこれはお聞きになったことがないと思います。

一般に訪問介護というのは、介護保険制度の中で、介

護保険の点数というもの、要介護 3 とか４とか５とかそうい

う点数がありますが、その点数の中で、ケアマネージャー

が訪問介護のプランを作って、1 日の訪問を何回、デイ

サービスを何回とかその人に会ったプランを作っていく

のが実際の訪問介護です。他方で、小規模多機能居宅

介護というのは、訪問介護だけではなく、泊りや、通いも

含めて、全て柔軟な対応ができる施設になります。 

以上、簡単にご説明させていただきましたが、私ども

の会社ではそのようなことを行っております。何かご質問

等があれば、また言っていただければと思います。 

私もまったく違う畑からこの事業を始めたのですが、こ

の間、人生で一番勉強したのではないかなと思っており

ます。 

水野会員とは、水野会員が法人会の会長だった時に

役員としてずっとやらせていただいておりました。それと

市原市では、商工会議所で役員をずっとやっておりまし

た。ロータリークラブでは、まだ私自身は右も左もわかり

ませんが、一緒にゴルフをやったり、お酒を飲んだりする

中で、皆さんと仲良くなってゆければと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

戸井田 泰明会員 

 

皆さんこんにちは。株式会

社アイシン代表取締役戸井

田泰明と申します。 

まず、私の生い立ちとかを

簡単に話していきたいと思い

ます。私は生まれも育ちも千

葉市若葉区中田町で生まれ

育ちまして、ほぼ八街というと

ころでして、ゴルフをされる方でしたら新袖ケ浦カントリー

っていえばだいたいみなさん地理的にわかるかなって思

うんですけど、あの辺に生を受けて生まれ育ちました。 

それから地元の小・中・高を卒業しまして最終学歴は

東京の錦糸町にある東京法律専門学校というところに３

年間入りまして、一人暮らしを経ながら全然関係のない

ドラッグストアーに新卒で就職しました。 

ドラッグストアーといってもマツキヨとかああいう所では

なくて、大阪のほうから進出してきたドラッグストアーの会

社だったんですけど、そこに入社した際に、サラリーマン

時代の五十嵐会員とニアミスしていまして、それで共通

の知人がいたりとかして、このロータリーに入ってすごく

驚いた次第でございます。それから 5年ほどそのドラッグ

ストアーで働いたのですが、幸いにも店長までいかせて

いただきまして、営業とは何たるか、色々なことを教わり

ました。 

その後、身体がきつかったことなどがありまして、ドラッ

グストアーを辞めまして、それからやっぱり職人の仕事を

やりたいなと思ったんですね。ストレスとかなさそうだなと

か勝手に思って、休みも多そうだし、日が明ければ起き

て動いて、日が沈めば帰れる、と簡単に単純に思ってた

ので、ケーブルテレビの工事の会社に入りました。そうし

たら、それが丁度、地デジとか京成船橋の高架工事とか

そういったものが目白押しの時代に入ってしまいまして、

もう家に帰るどころか、泊まり込みなんですね、そういう仕

事っていうのは。ほとんどレオパレスに住み込みで、ズー

っと仕事をしてまして、家庭のほうがおかしくなってしまっ

て、まあそれだけが原因ではないんですけど、1 回目の

結婚を失敗してしまいました。うちの両親も業を煮やして

そんな仕事辞めろと、電柱に上ったり、屋根の上に登っ

たり、そんなの危ないから、一応長男なんだから辞めなさ

いと。 

ということで、横浜タイヤという会社にコネで入ったの

ですが、その時に水野会員とちょっとした面識が生まれ

まして、すごく有名な方だったので、存じ上げてはおりま

した。その時に横浜に 8年ほどいまして、ドラッグストアー

で培った営業力で、なんとかトップ営業をずっと３年連続

でやらせていただきました。まあ、天狗になっちゃたんで

すね、その時に。それで、先輩の営業達を随分ごぼう抜

きしちゃったものですから、まあ、上司の受けは非常に

悪くて、かわいがってくれたのはその当時の社長だけで

した。 

それがこの前、久能カントリーのご紹介者さんでもある

Ｔ社長さんって方なんですけれども、Ｔ社長だけはずっと

http://www.nana-yume.com/


可愛がってくれまして、ずっとそれがあったので私もずっ

とその会社に居たんですけれども、Ｔ社長がついに定年

っていうことで、辞めることになりまして、もうこの会社にい

ても意味ないなと、数字上がっているのにずっと主任の

ままなんですね、今年係長になれなかったら辞めようと、

それで 8年目に決意したんです。係長になれなかったの

で辞めたんですね。 

しかし、後日談だったんですけれども、実はもう係長に

なっていたのです。係長になっていてあの給料だったの

です。２年前になっていたのですが、名刺は主任のまま

だったんですね。それは先輩たちの意地悪だったという

ことが後日談で分かったのです。 

その後、横浜の会社を辞めたときにちょうど私が一生

懸命通っていた新しい運送屋さんの社長に誘われて、

今度は運送屋の営業になってみないかという話を受けて、

私はまた営業の道に入っていくわけですね。運送屋さん

も非常に厳しい業界でして、この会員さんの中にも何社

かございますが、ほんとにドライバーさんを管理するって

いうのが難しい事でして、仕事当日にいなくなってしまっ

たりとか、そんなのをずっと管理していたわけです。それ

で、運行管理の資格を取って専任になり、色々な裁判沙

汰の話とかそういったものも抱え込みながらやっていた

んですけれども、やはり一向に給料が上がらない。 

最終的にその間に３．１１の震災とかがあったので、人

っていつ死ぬかわからないから、やりたいことをやって死

んでやろうじゃないかと思ったんですね。そういう一大決

心で、2 回目の結婚をした後だったんですけど、私は独

立したわけです。それで立ち上げたのが、この株式会社

アイシンという会社です。 

では、ここからは私どもの会社の説明をさせていただ

きます。なぜ、この会社を立ち上げたのか、どういう会社

なのか、私もいろいろ考えました。時代背景を考えて、私

の先輩に運と勘とタイミングだと、これが起業のタイミング

だと言われました。そのときに、たまたま仲良くしていた

運送屋さんの社長が、気前よく出資金を貸してくれまし

たので、このお金をイニシャルコストにして始めたのがき

っかけなんです。  

そして、次に何をやろうかなと思っていた時に、自分

の実家に住んでいますので、自分の土地など色々見て

回ったりすることが非常に多いのですが、すごく不法投

棄が多いんです。私の家の周りの山とか、畑とか、それ

を毎回父親に手伝わされてうんざりするほどゴミを捨てま

した。そうしましたら、これを職業するといいんじゃないか

と逆に思ったんですね。 

では法律を守ってゴミを捨ててやろう。ある標語でご

みっていうのはそのまま捨てればゴミですが、分ければ

資源だと、まして日本は資源のない国ですから、これを

加工貿易に頼ってたんですよね。そんな時代背景とかを

考えると、やはりこの国にあった商売っていうのはこういう

商売なんじゃないかと思いまして、一念発起で、以前卓

話でお話させていただいた弊社の笠原と一緒に起ち上

げたわけです。そして、コンプライアンスはまず守らなく

ちゃいけないと、捕まったら身も蓋もないということで、大

手の遺品整理の会社、株式会社リリーフという会社のフ

ランチャイズに加盟しました。そうすると、コンプライアン

スのこととか、いろいろ勉強させてくれるので非常にため

になりまして、今も加盟しております。ただ実際値段がす

ごく高いんですね、家一軒やってだいたい遺品整理の

価格が 100万円ぐらいの相場なんです。ですが、私共は

その金額では流石にできない方のほうが多いんですね。

ですので、値段を少しでも下げていかないといけないじ

ゃないかと思いました。そこで、普通だったら、捨てるも

のと買い取る物、２種類しかその当時はなかったんです。

捨てるものは当然廃棄です。買い取るものはお金を払っ

て買うのも、この２種類しかなかったのですが、私はこの

間に「リユース」っていうのを作ったんですね。リユースっ

て何かっていうとゴミにするにはもったいない、ただ売る

には売れない、典型的なのは家具です。今はニトリさん

とかイケヤさんとか色々安い家具が出てきちゃって中古

家具の市場って本当に寒いんですね。ただそれは、日

本国内だけの話なんです。例えば、フィリピンとかタイと

かは日本の家具っていうのは非常に重宝される。需要が

非常にあるんですね。 

そこで、私はフィリピンに飛びまして、フィリピンの会社

と業務提携をしたんです。毎月 40 フィートのコンテナを

だいだい３本位、そちらに送らせていただいています。

船賃を、廃棄費をお客様からとらない、免除する代わり

にその商品とツーペイになるように私は会社を立ち上げ

たんですね。そうるすことによってお客様の負担がだい

ぶ減ったんです。 

ですから、今一軒家でも弊社の場合は 50万円前後で

す。半分くらいになってます。 

そのようなシステムを作り上げまして、今は、おかげさ

まで大忙しとなっております。 

当時の売り上げ規模からすると１０倍以上になっており

ます。 

以上が弊社の今の状況でございます。銀行には頼ら

ずに何とかここまで来ているような感じでございます。 

さあ、これからは、千葉南ロータリーさんにはかなり有

力な銀行さんも多いので、いっぱいお金を借りられるよう

に、私のほうも企業努力を弛まぬ様にしたいと思っており

ますので、これからも末永くご指導、ご鞭撻のほど、よろ

しくお願いいたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

≪米山奨学生／黄 思涵さん≫ 

皆さんこんにちは！ 

皆さんのご支援にこたえられるよう

に研究に励みたいと思っておりま

す。そろそろ冬も近づいておりま

すので、皆さんも風邪などひかな

いよう気を付けて下さい。 

 

第２７２６回例会 

日 時⇒ ２０２０年１１月１３日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 2020-21 ロータリー米山奨学生 

       グザヌル アリキンさん（中国） 

 

      ≪会報担当：畑江 大介≫ 


