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東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 2 回例会 2019.7.8（＃2243） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 薗君
会費係 秋山君
受付係
飯嶋君 木寅君
司会者 澤本君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 後藤君

前回の報告
第 1 回例会 2019.7.1 （＃2242） 会場：鳳凰の間
例会ホスト・紹介係 地引君
会費係 内田君
受付係
保科君 福田君
司会者 澤本君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 後藤君

卓話 「奉仕委員長就任挨拶」

卓話 「三役就任挨拶」

駒井職業奉仕・濱田社会奉仕・荘村国際奉仕
乳井青少年・内田研修リーダー

佐藤茂会長・須藤仁副会長・荒井和幸幹事

会長報告
1）第５２期のスタートです。１年間よろしくお願いおねがい致します。
2）嬉しい事に、第１回目から、新しいお仲間をご紹介致します。貞國会員の後継者として、加賀聡様が入会致します。
3）下半期（1月～6月）御入会の方の皆出席表彰を行ないます。
21年：若林会員 15年：金田会員 9年：佐藤・時園・濱田会員
7年：新保会員 5年：保科・崎山会員 4年：細谷会員
4） 本日、前年度のにこにこボックス寄付の個別明細を配布。今期も、嬉しい
事や会社の事など日常の出来事等ひとこと添えてご寄付下さい。
5）前年度の会報雑誌委員会により、クラブの HP がリニュアルされました。
皆様アクセスしてされて下さい。
幹事報告
1）1年間よろしくお願い致します。
2）今夕は、第2回クラブ協議会がございます。各委員長は6時に「とみたや」にお集まりください。
3）行事が続きますが、来週は新保前会長・飯嶋前幹事の慰労会を開催致します。また15日のベルギー大使館での移動
例会の出欠は本日中にお願いいたします。29日の納涼会の出欠についても宜しくお願い致します。
4）福島産直品の購入に御協力下さい。配送日は26、27日です。
5）前委員長は業績報告書、現委員長は活動計画書を至急ご提出ください。
6）例会終了後、理事会がございます。該当の方はお残り下さい。
例会記録
会員総数 45名 出席会員数 31名
ゲスト
0名 その他
0名
ビジター
1名 事務局
2名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名 出席率 78.89％
────────────────
6 月 10 日 Make-up 後の

出席率 86.09％
【今週のＭＵ状況】
若林・荘村・内田会員
（7/3 地区青少年交換委員会）
中谷会員（7/4 東京中央ＲＣ）
若林・細谷会員（7/6 米山学友会）

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

次回予告

木元会員：佐藤会長・須藤副会長・荒川幹事本年を
宜しくお願い致します。
金田会員：新執行部の皆様宜しくお願い致します。
中谷会員：6/13 日、フィレンツェ・サバティーニで 10 カ
月振りに会食してきました。
佐藤会員：本日より 1 年間宜しくお願いします。
新保会員：1 年間お世話になりました。皆様有難う
ございました。新年度のご活躍を御祈念申し上げます
地引会員：新保会長飯嶋幹事お疲れ様でした。佐藤
会長 1 年間宜しくお願いします。
須藤会員；宜しくお願いします。
時園会員：新保前会長飯嶋前幹事お疲れ様でした。
佐藤会長荒川幹事 1 年間宜しくお願いします
濱田会員：新保会長飯嶋幹事ありがとうございま
した。佐藤新会長荒川新幹事宜しくお願いします。
荒川会員：1 年間宜しくお願い致します。
誕生日祝い：浅野会員(7/3)・保科会員(7/2)
夫人誕生日：内田会員(7/1)

第５２期 第3回例会 2019.7.15（＃2244）

ベルギー大使夫妻を送る会

ベルギー大使館
（移動例会）
12:00から入館できます。
事前に登録されていないと
入館できません。
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戦前・戦中・戦後を生きて、そして今
元紀尾井町ＲＣ会長 レイコ・リスター氏（5/27 卓話

皆様、今日は。麹町ロ
ータリークラブの子クラブ
として誕生した紀尾井町
ロータリークラブに最初に
入会した女性の一人、レ
イコ リスターでございま
す。お久しぶりと申し上げ
たかったのですが、実際
は多くのメンバーの皆様
とは「初めまして」とご挨
拶するほうが正しいようでございます。最終的に初の女性
会長に選出され、その間、麹町クラブの皆様には大変お
世話になりました。改めて感謝の意をお伝えさせて頂きた
く思います。
さて、私は昭和９年生まれ。 と言っても分かる方が最
近は少ないと言うのが現実です。教育者であった両親
は、娘の私に同じ道を託しかったようですが、私達一家の
人生を全く変えてしまったのが戦争でした。昭和２０年５月
の東京大空襲で家は焼失。大学進学はもとより、日米交
換留学生として推薦されながら、それも断念。こうした環
境の中で私は、自立した人生を生きて行くことを自分に誓
ったのでした。得意だった英語力を活かして国際的な化
粧品メーカーに就職し、その後、長年にわたって化粧品
の世界での仕事をすることになったのですが、本日、私は
化粧品のお話をする気はありません。以前、各地で講演
を依頼される機会が多かったのですが、今も記憶に鮮明
なのが、証券業協会所属の各社幹部の方達への講演で
す。当初、化粧品の女の話など聞きたくないといった態度
が見え見えでした。所が、私の話が進むうちに雰囲気が
がらりと変わり、最後では大きな拍手を頂きました。何故
でしょう。私の講演のタイトルは「チャレンジがキーワード」
であり、それが私の生き方そのものなのです。
社会人として最初に就職した会社から転職しましたが、
その理由は美容部門の責任者として部員の育成・マネジ
メントを行うという立場を得たからでした。日本では女性の
幹部登用が皆無の時代でしたが、やがて、マーケティング
部長に昇進し、貴重な勉強と成長の機会を得ました。最
終的には外資日本法人初の女性 CEO にも就任しました
が、この間、私が常に意識していたのは後に続く後輩の
女性達のための道を拓くことでした。
１９６９年、個人的な整理を行う為に単身で渡米。日本
へ戻るという選択肢もありましたが、敢えて、恵まれた生
活を捨て、ゼロからの人生再出発に挑戦する道を歩むこ
とにしました。自分の力でアメリカと言う土地で何が出来

齊藤会員紹介）

るかに挑戦したかったのです、米国で最初に得た仕事は
有名な化粧品会社の取引先百貨店を担当する営業職。
ついこの前までは、大手外資の初の女性幹部として個
室、秘書付きであった私ですが、今度は店内にある化粧
品保管倉庫にデスクを借りて仕事開始です。知恵と努力
の結果、販売実績１５％アップと言う責任を１００％以上果
たしたところへ資生堂アメリカからの誘いがあり、ニューヨ
ークへ移りました。その後も、日米の有力メーカーから幹
部職としてのオファーが続いたのですが、私は常に現状
に満足せず、新たなチャレンジの機会を造り出すことを目
指しました。後に日本で創業した事業も新しい市場の創
造でした。
今や、猛スピードで変化する環境への対応が求められ
る時代となりましたが、今後も自らに与えた使命を果たし
ていきたいと願っています。ご清聴有難うございました。
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今後の予定
7 月 15 日（海の日） 12：30～ 移動例会
ベルギー大使夫妻を送る会 ＠ベルギー大使館
7 月 22 日（月） 15 日の振替休会
7 月 29 日（月） 納涼会 18：00～
とうふやうかい
8 月 5・26 日（月） 通常例会
各委員長活動抱負
加賀会員のイニシエー
ションスピーチ
8 月 12・19 日 夏休み

東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場
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