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2022－23 年度 No.09 

 

１０月第１回例会プログラム 

R4.10.1（土） 移動例会（笠原水源清掃） 

8:00～ 

１． 開会点鐘 

２． 会長の時間 

３． 来賓挨拶（水戸市長 高橋靖 氏） 

４． 委員会報告 

５． 幹事報告 

６． 閉会点鐘 

７． 奉仕活動（史跡笠原水道周辺の清掃活動） 

８． 卓話 笠原不動尊再建の会 会長 穴澤 俊雄 様 

 

 

 

 

９月１２日例会報告 

 

 

 

 

※例会にはマスク着用のご協力をお願いします。                                      

※欠席、メークアップのご連絡は出席委員会（小林賢会員）まで 

ご連絡ください。 

※昼食はお弁当となります。 

 

 

今後の予定 

 

10 月 地域社会の経済発展月間・米山月間 

10 月 3 日（月）  振替休会 １日（土）への振替 

10 月 10 日（月・祝） 休会 スポーツの日 

10 月 17 日（月） 地区出前卓話 

10 月 24 日（月） イニシエーションスピーチ  

10 月 30 日（日） 地区大会２日目 

10 月 31 日（月） ３０日へ振替 

 

11 月 ロータリー財団月間 

11 月 6 日（日） 児童養護施設 和敬寮との交流事業  

11 月 7 日（月） 振替休会 6 日（日）へ振替  

11 月 10 日（木） 水戸市内６RC 合同例会 於：水戸三の丸ホテル 

11 月 14 日（月） 振替休会 10 日（木）へ振替 

11 月 21 日（月） イニシエーションスピーチ  

11 月 28 日（月） 夜の例会 イニシエーションスピーチ 

■入会式 

 

 

 

（左から、古賀会員・豊田新会員・高野会長・須藤新会員・岡田会長エレクト） 

９月の新会員の入会式を執り行いました。 

豊田一雄新会員（株式会社根子左）と 

須藤涼子新会員（株式会社プロダクションＨＩＴ） 

の２名です。 

 

ようこそ水戸さくらＲＣに入会くださいました！ 

これから様々なＲＣ活動を通じて、コミュニケー

ションをとりながら親睦を深めましょう！ 

 

各会員の皆様におかれましては、当クラブの更な

る発展のため、会員増強活動にご協力の程、宜しく

お願い致します。 
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■会員３分間スピーチ（杉山会員） 

    
会員３分間スピーチを行いました。 

イニシエーションスピーチを予定していた杉山会員より 

ダブルでスピーチをいただきました！ 

会員の皆様も、スピーチの権利は厳正なる抽選によって付与され

ますので、いつスピーチの機会に接するか、ドキドキしながら 

お待ちくださいませ！ 

 

■卓話１ イニシエーションスピーチ （富永恭介会員） 

トミナガーシー 〜私のすべてを晒します〜 

1992年に茨城県大子町に誕生し、1994年に両親が離婚、⺟が親権をもちました（実父の記憶はない）。1998
年には私は保育園の年⻑でしたが、生活苦で⺟が⾃律神経失調症を患い、⾃殺未遂をしてしまいました。当時
は、⺟は3つの仕事を掛け持つほど、負担を強いていました。小学３年生の時には、500円のトレーニングシュ
ーズを買ってもらいサッカーを始めました。その頃は、給食費を滞納していても一番おかわりをするほど、活
発な少年でした。 2004年（小学５年生）⺟が再婚をしました。 2005年（小学６年生）には、サッカーで茨
城県選抜に選ばれた一方、弟が産まれました。⺟の再婚後、父が起業を失敗し父⺟共に⾃己破産をするに至り
ました。2005年（中学１年生）二人目の弟が産まれ、生活苦に変化はない中で、⽔⼾ホーリーホックの中学生
チームに入団しました。やはり、滞納で家のライフラインが止まってしまうほど経済的に余裕はない状況が続
きました。2006年（中学２年生）には、親戚中に頭を下げて遠征費を捻出して頂き、県選抜のキャプテンとし
て欧州遠征に行かせてもらいました。2007年（中学３年生）では、学校で生徒会副会⻑で⾰命を起こし、サッ
カーチームではキャプテンとして目立ちたがり屋を発揮しました。高校入学も先生にごますり上手だったた
め、推薦で⽔⼾商業高校に合格しました。                                    
2008年（高校１年生）では、⽔⼾ホーリーホックユースに入団し、3つ年上の女性に心と体を奪われ、鍛えて
いただきました。その方のお陰もあり、1年生からレギュラー＆プロの試合にも帯同できました。この頃か
ら、経済的にも働かざるを得ず、すき家で初めてのバイトを経験しました。2009年（高校２年生）、Jリーグ
に登録するかしないかの矢先に、右膝の靭帯を断裂という悲劇が発生、リハビリに1年かかり、初めての挫折
を味わいました。上記の方とも破局に恋愛も挫折する羽目に。2010年（高校３年生）、文化祭で1,000人の前
で歌い、大人気になり、カラオケの大事さに気づきました。サッカーでは、トップチームに昇格は出来ず、社
会人サッカーから再チャレンジの道を選びました。                         
2011年（19歳）、東日本大震災を経験、人のために動く事の大切さを実感しました。進路先は福島県郡山市の
設備工事業に勤め、初めての一人暮らしをしましたが、パチンコを覚えてしまい、給料日に全部使ってしまう
事もありました。2012年（20歳）、洪⽔で賃貸先が⽔没する悲劇がありました。まだプロになる夢を諦めてな
かった当時に、左膝の靭帯を断裂してしまい、この時点で最終的にプロになる夢を諦めました。途方に暮れて
いた時にユース時代の監督から電話があり、⽔⼾ホーリーホックのトップチームのマネージャーに就任させて 
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いただきました。Jリーグ最年少マネージャーになりましたが、ユース時代のお金の滞納が発覚しましたが、
責任をもって親には言わずに毎月⾃分で払いました。しかし、大失敗のオンパレードで、複数回にわたり選手
ユニフォームの発注ミスをするなど、⾃分の職務遂行力の無さを痛感しました。2013年（21歳）の時には、シ
ーズン終了後に解雇の宣告をされましたが、何とか回避することができました。ただし、⻑くは続かず、2015
（23歳）、都内不動産会社営業職に電撃転職をしました。                      
2016年（24歳）、1回目の結婚をし、不動産営業で売上2億達成しました。その後、2017年（25歳）、外資系
保険会社の営業マンに憧れていたところ、ジブラルタ生命の営業所⻑にオファーを頂き転職しました。しか
し、2018年（26歳）には、保険業界の厳しさ、⾃分の力不足を痛感したうえで、ジブラルタ生命を退職。先輩
社員には、喫茶店で⽔をかけられ人生の転機になりました。地元に戻り先輩がお店を出したので大工町で飲食
店を営みました。激動のころで、2019年（27歳）には、離婚、再婚、出店、出産などが発生し、心身共にま
た、経済的にも厳しい状況となってしまいました。まさに、『家無し、金無し、車無し』の状況でした。   
2020年（28歳）、定職に就くべく、ご縁もあって松原塗装株式会社の統括マネージャーに就任しました。個人
売上3,000万円を達成しました。その頃に、幼少期の記憶をたどり、実の父親に会いに行きました。その頃に
⻑女を授かりました。知人の誘いもあり、ボディビルの全国大会に出場し、この体で出場したものですから、
強靭なメンタルと笑いを手に入れました。※スカパー全国放送の実際の映像をご覧下さい。           
2021年（29歳）、松原塗装株式会社で個人売上5,500万円達成。多方面で活躍できるように一般社団法人サン
ブリッジ設立、また他方では女子プロサッカーチームの⽔⼾シルエラのＧＭに就任しました。2022（30歳）ロ
ータリー入会。第3子となる次男誕生。                               
現在では、唯一無二のマーケッターになる為に日々勉強中です。一般社団法人サンブリッジとして現在携わっ
ている業種は、⼾建てや集合住宅の新築・リフォーム業の営業職のほか、児童福祉、サッカー、石材、飲食、
運送、仲卸、美容など多岐にわたる業種で、仕事をしています。                              
最後に・僕は家族が出来て、「人ってこんなに変われるのか。」と本当に思うぐらい、変わる事が出来まし
た。これからも家族の為、子供達の未来の為、親孝行の為に「お金は無限、時間は有限」を胸に刻み、毎日を
しっかり生きていきたいと思います。皆様からみたら、まだまだ発展途上人の若者でございます。このロータ
リークラブで色々な知識や経験、人脈等を吸収して成⻑させていただければ幸いです。⻑々とご清聴ありがと
うございました。今後ともよろしくお願いいたします。 
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■卓話２ イニシエーションスピーチ （杉山武己会員） 

 

自己紹介 

私の地元は旧大和村出身現桜川市です。 

実家が大工一家祖父、父、兄貴が大工として活躍して 

自分は設計士になろうと思い、下館工業高校建設工学科 

を経て、設計士取得して現在の仕事についています。 

ロータリーに入った理由の一つでもありますが、 

実の兄の高校時代の友達が岡田さんでした。 

地元が遠いため、なかなか地元の知人がいないところ 

での出会いとなり驚きと感動でした。 

現在 

東海住宅エンジョイホームの代表取締役で 2 代目です。創業 47 年目です。東海住宅の初めは東海村で賃貸斡旋

業からはじまり現在は土地斡旋仲介、土地売買から買取再販、新築、リフォーム、相続と住まいに関することは

全部行います。私が、入社時の東海住宅は賃貸と土地斡旋仲介売買を主として建築はまだ丸投げの状態で建売 20

棟ぐらいでした。入社より建築元請けをはじめ右も左もわからない状態だったので大変だった事だけは覚えてい

ます。失敗も数え切れない程です。完成間近の物件を 3 件壊して建替えした物件もありました。一億ぐらいの損

失も与えたりしましたが、今まで一度も赤字はありません。お客様とも裁判等はしていません。先代の考えでも

ある、間違ったらきちんと直しなさいと言い訳はしないというのが考え方です。だから徹底的に直します。中途

半端ではなく完璧に直す事が大事だという事です。そんな事もあり今は売上 28 億にまでなりました。経緯を紹

介すると平成 18 年にエンジョイホームをブランドとして立ち上げ目指す経営理念は、社員の幸せとお客様の幸

せを通じて会社が成長することです。だから、地元密着地域 No.1 ワンストップショップを目指しています。現

在東海村の建築のシェアは 30%まで到達し、全国でも地域ビルダーの地域シェア率としてはトップ 10 までには

入ると思います。 

ワンストップの強み 

元々賃貸と建築は別の場所にあり、東海住宅とエンジョイホームは別会社と思われていたので、それを一緒にし

てワンストップを確立しようと強く思いました。今の組織でいうと、多角化経営や多店舗展開で分散経営などと

言われますが、そこを一極化にしました。どんな困難な時代が来ても倒れない会社にしようと思いました。どん

なことをやっているかというと、賃貸のお客様は年間 250 組入居して同時に退去も 250 組位になる、これが毎

年のデータよりわかり、その内マイホームを建てて退去する方が 80 組ぐらいいます。 

なぜ全社を一本化したか？ 

アパートを探しにくる方は会社に来店します。その時に、エンジョイホームとは？と聞かれます。弊社の建築部

門ですと伝えます。そこでインプットします。先程お伝えした、アパート入居者の方はいずれ退去します。家を

建てて退去する方が何人かいるのです。必ず更新時期が来ます。 
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委員会報告 

今の家賃更新料もったいなくないですか？といずれは建てたいと考えている人に背中を押してあげる事がで

きる、それとアパート管理しているので、個人情報を把握しています。そのうえで入居者様にお子様が生まれ

たら必ず管理会社には連絡しなければいけません。家族が増えたから家を建てる計画を考えるのです。いずれ

は顧客になり得るという事です。これ自社の強みです。ワンストップです。サイクルです。売上をどうすると

か利益を上げるとかは一時考えられるがそれを継続させることがいかに大切かそして難しいかは経営の中で

は一番楽しいこと今で赤字は 47 年一度もない、これは自慢です。 

なぜロータリークラブに入会したのか？ 

冒頭にもお伝えしたが、岡田さんとの出会いと人生一度だけ、繋がりは広げていきたいのとご縁を大事にして

楽しく生きたい事を思うようになりました。自分は色々な人に助けられて生きているなと思ったのと出会った

方々との感謝と困った方には手を差し伸べ一緒に乗り越えられる縁を作りたいと思います。その為には、例会

その他行事には積極的に参加していきます。 

 

■米山記念奨学会報告 （米山記念奨学会委員 小林（寛）委員長） 

 

２０２２年６月１１日(土)・１２日(日)に米山梅吉記念館研修が開催されました。 

水戸さくらＲＣから、小林（寛）委員長が静岡県三島市にある米山梅吉記念館へ訪問のうえ、 

米山奨学生と共に研修旅行に参加されました。詳細は別添の報告書をご確認ください。 

 

 

 

■ロータリーデー 第３分区環境保全活動の実施報告（2022 年 9 月 18 日（日）） 

本年度の第３分区環境保全活動が実施されました。今年は水戸市内を流れる桜川沿いの清掃活動を行いまし

た。水戸市内６ＲＣ合同で開催され、多くの会員が参加したほか、水戸市長の高橋靖市長も足を運んでくださ

いました。当クラブでは、２４名の参加でした。ご参加された会員の皆様、大変お疲れ様でした。 
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幹事報告 

■９月１８日のロータリーデー参加人数は２４名です。 

ロータリーデーに向けてジャンパーを着て水戸市役所集合よろしくお願い致します。 

■地区大会の出欠届が９月２０日までです。 

基本的に全員参加ですが都合の悪い方は９月１８日までに幹事まで連絡お願いします。 

■第３分区ゴルフ大会参加の方は平山委員までお願いいたします。 

■９月１２日以降の例会について 

９月１８日ロータリーデー、９月１９日休会（祝日）、９月２６日振替休会、１０月１日移動例会 

１０月３日振替休会、１０月１０日休会（祝日）のため、京成ホテルでの例会は１０月１７日になります。 

■水戸５ＲＣ１０月の例会日時・場所 臨時変更及び休会のお知らせ 

 詳細は別添をご確認ください。 

 

 ニコニコ BOX 報告 

■９月１２日例会 

氏   名 内   容 

高野 義久 
豊田さん、須藤さんの入会を歓迎いたします。 

富永会員、杉山会員のイニシエーションスピーチを楽しみにしています。 

岡田  晃 
本日入会の豊田さん、須藤さんのお二人の入会を歓迎いたします。 

今後の活躍を期待しています。 

大澤 一茂 豊田さん、須藤さん、入会おめでとうございます。 

小林 寛之 
豊田会員、須藤会員、入会おめでとうございます。 

共にロータリー活動ができて光栄です。よろしくお願いいたします。 

礒﨑 博文 豊田さん、須藤さん、さくらＲＣへようこそ！これからもよろしくお願いします。 

齋藤 信二 豊田さん、須藤さん、入会おめでとうございます。 

岡田  柊 豊田さん、須藤さん、入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

杉山 武己 豊田会員、須藤会員、水戸さくらＲＣへようこそ。宜しくお願いします。 

荒木 元史 豊田さん、須藤さん、入会おめでとうございます。宜しくお願いします。 

 

集   計 

９月１２日 ９件 合計２６，０００円 累計２５２，０００円 
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例会出席状況報告 
■９月第２回（９月１２日）訂正例会出席報告 

在籍 計算会員数 出席 A 訂正前出席率 メークアップ数 B A+B 訂正出席率％ 

４０名 ３８名 ２３名 ６０．５３％ ０名 ２３名 ６０．５３％ 

■当日欠席者（敬称略） 

萩谷慎一・小林寛之・小島英樹・長澤新・根本佳典・鬼澤卓・小野瀬将紀・大塚匠・柴﨑芳輝・潮田智彦 

鈴木正人・髙久輝芳・高槻一雄・冨島達哉・和田公一郎 

 

【出席免除】青木進・井小萩誠一 

 

■ゲスト・ビジター 

なし  

 

■９月第３回（９月１８日）（ロータリーデー環境保全活動）訂正例会出席報告 

在籍 計算会員数 出席 A 訂正前出席率 メークアップ数 B A+B 訂正出席率％ 

４０名 ３８名 ２４名 ６３．１６％ ０名  ２４名 ６３．１６％ 

■当日欠席者（敬称略） 

 

※出席データ不明のため、次回週報に取りまとめ致します。 

 

【出席免除】青木進・井小萩誠一 

 

1991 年 10 月 28 日創立、1991 年 11 月 13 日認証 

■ 会長 高野 義久   幹事 小林 一裕     ■ 例会日 毎週月曜日 12 時 30 分 

■ 事務所        （但し毎月末月曜日は 18 時 30 分より） 

〒310-0021 水戸市南町 2 丁目 5-5 常陽銀行本店内   会場  水戸市三の丸 1-4-73 
TEL 029(231)2151、 直通 029 (225)4820、FAX (225)4825            水戸京成ホテル 

会報・雑誌委員長 古賀 裕基[ TEL 0120-740-600 ]     TEL 029(226)3111 ㈹ 

    副委員長 岡田 柊  


