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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 5 例会 2021.8.23（＃2316）

オンライン例会
会員の自己紹介
荒川・久保田・齊藤・崎山・新保・時園会員

前回の報告
第 4 例会 2021.8.2（＃2315）

オンライン例会
会員の自己紹介
濱田・細谷・保科・中谷・中村・吉沢・植芝会員

会長報告
1）8月に入りました。今週末は立秋です。熱いオリンピック同様、酷暑が続きますので、体調をしっかり管理しましょう
2）麹町ローターアクトクラブの活動も始まり、設立パーティーを10月3日に行う予定です。その準備をおこなっています。皆
様にも御協力をおねがいいたします。
3）9 日 16 日は、夏休みの為、休会です。 23 日にはオータニでの例会の予定ですが、現在では、感染者の拡大に歯止
めがかからない状況ですので、バーチャル例会の可能性もあるございます。 ワクチン接種済みの方が増えておりますの
で、開催できると期待しているところです。
幹事報告
1）本日も、会員の皆さまの自己紹介です。 いろいろなお話を聞くことが出来、今日もたのしみにしています。
2）会長からもありましたように、8月の9日16日はお休みです。
3）10月１４日（木） 中央分区親睦ゴルフ予選会が開催されます。昨年は当クラブがスポンサーで、各クラブの皆様に
ご協力を頂きました。御参加をおねがい致します。
4）毎月、各方面のワークショップが開催されています。 今月は職業奉仕を題材に、若林ガバナー のお兄さまが、京都
からお越しになり、講演くださいます。バーチャルによりますので、多くの人皆様のご参加をお願いいたします。ことに
入会の浅い方は、必ずご参加下さい。
5）例会後、理事会がございますので、該当のかたは、このままお残り下さい。

7 月 26 日 オンライン例会での皆様の自己紹介
【秋山宗和】
親の 後を継いで、裏千家茶道を教えています。 教え始めて 45 年、 ロータリーに入会して 25 年です。
当クラブではお茶をたしなむ方が多いです。 それでこのクラブの茶道の先輩に推薦されてこのクラブに入りまし
た。が、大学は畑違いの工学部卒です。コロナ禍で少し時間ができたので、 10 年以上前に作った真空管を使っ
た アンプの修理を始めました。 設計から初めて部品を集め作ったのですが、 いろいろなトラブルに悩まされて
います。 そろそろ完成させたいなァ。
【飯嶋一晃】
父から引き継いで、入会。家は栃木県出身で、栃木といえば日光、栃木県を忘れないようにと、「日」に「光る」
晃、一番に日の出をつかむようにと願いを込めて名付けたと聞いています。
アメリカ・中国の大学を卒後後、西武百貨店に 5 年勤務し、父の会社に入社し、後を継いでいます。
忙しいなか、旅行を楽しみにしていましたが、海外にはしばらく出られないので、国内を旅行してみると、いい
ところがあると再認識している。
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【垣見佐右衛門】
父が東京麴町 RC の初代会長でした。 その後、継ぎ、「佐右衛門」という名を四代目として襲名しました。
出身は滋賀県です。関ヶ原の合戦で、敗者側になり、長男は残り、次男は江戸に出てきたそうです。
古くは呉服商、質屋から油屋と変遷してきたようです。 油屋を営んで約 150 年余り。当初は、椿油とか
燈芯油、鬢付け油といったものを取り扱っていました。 現在は、石油、プロパンガス、プラスティック製品
等を扱っています。 趣味は長くスキーをしていました。
【金田達明】
当クラブは JC 卒業後、友人の山下寛一郎氏のご紹介で創立 15 周年に入会いたしましたので、今年で在籍 39 年に
なり当クラブでは最古参の組に入る歳になりました。この年ですから、癌とか、脳梗塞、不整脈等々の経験者ですが、一
病息災と口癖にして無理をせず、でも色々できることはやろうと、健康に気おつけ、スパでのトレーニングや、最近はゴ
ルフでライザップにも挑戦しております。
おかげさまで今年で傘寿そして金婚式を迎え、ワクチン後家内と二人でささやかなお祝いの食事をしてきました。
私共の商売は油屋で今年で創業 116 年です。台東区浅草柳橋で創業しておりました。祖父は病死し昭和 6 年に父が
18 歳で家業を継ぎましたが大変な苦労をしたそうです。私は三代目です。10 年前に本社を日本橋に移転いたしました。
京都郊外の山崎に油祖離宮八幡宮という神社があります。そこが搾油の発祥の場所でした。1500 年前に搾油機を発
明、油を朝廷に献上して油司の位を得て、油の販売権を得たそうで、斎藤道三の油売りの話も、個々の鑑札をもって油
を売り歩いた話があるそうです。私共の先代が戦後、初めて神社を訪れたとき、宮司から往時の油売りが油だけでなく、
塩や藍なども売っていたことをお聞きしたことをヒントに、弊社も、植物油に限らず、石油、化学品等多岐の商品の販売
をてがけ今日の基礎を築きました。でも、本業は油屋を忘れず、東京油問屋市場、全国油脂販売業界をお手伝いをさせ
ていただいております。
RC の業種は食品販売になっておりますが、扱っているものは多岐にわたっており「食、健、美、環境」分野の商品を扱う
商社活動です。原材料が多いため，どんなものに関係しているか弊社の人間も知らないものもおり、末端製品を作って
ませんから扱い品がこんなに形になる、このように使われていると、社員や家族の方に教えると励みにもなると思い、社
内報とか、またご家庭への頼りで PR しております。
一例をあげますと、ミスタードーナツの油、不二家のアイスクリーム、山崎製パンのパン製品、とか、P＆G,資生堂やコー
セーの化粧品、久光製薬、大塚製薬の医薬品、エネオス、出光興産の潤滑油などなど幅広い分野にわたっており、最
近のトピックスは電気自動車用のバッテリー関連製品というようで、どうなりますか大変ですが面白い展開になりそうで
す。社員には失敗歓迎、チャレンジしなさいと言ってます。
この会社を潰すも伸ばすもお前次第と父から言われ、昨年会社を長男は継ぎましたが、私も同じこと長男に言ってま
す。孫が小学 5 年生で将来の夢は油屋になると作文に書いたそうです。どうなるか楽しみです。
【須藤仁】
昨年、会長を務め、今期は地区副幹事を務めています。
家業は配電盤製造会社です。
地区委員を通して、人間関係が深まりました。 このところ、RA などの若い世代の人と一緒になることが多いが、頼も
しく感じたり、自分自身の年齢を感じることもあります。 皆様と奉仕活動をし、社会貢献でき
嬉しいかぎりです。
【加賀聡】
義父の貞國鎮の後を継ぎ、入会３年目です。両親は秋田出身で、加賀姓も秋田では非常に多い姓です。 秋田といえ
ば日本酒。一族で大の日本酒好きです。なので、早く炉辺会で皆様とお酒を酌み交わしたいと願っています。育ちは埼
玉県入間市で、航空自衛隊の基地があり毎日飛行機をみて育ちました。また入間市といえば狭山茶で有名です。お茶
もおいしいですし、お茶入りの羊羹がおすすめです。 二人の娘がいますが、男一人で肩身が狭いうえ、次女が思春期
まっただ中で、苦労しています。両親から、名前のことを聞いたとき、「聡」とは公の心に聞く耳を持つようにとのことでし
た。 しかも公を取ると“恥”となると気づきこれは大変だと感じました。 漢字の持つ意味ってすごいなと感銘を受けまし
た。
娘の合気道の道場通いに付き合っているうち、道主（植芝会員）からお誘いを受け、今では親の方が熱心に稽古に通っ
ています。
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【守屋幸作】
出身は法学部です。 現在は、DX を駆使したソリューション開発を手掛けています。
「DCON（ディーコン）」 （ディープラーニングコンテストの略称です）を支援したり投資をしています。

【鈴木健治】
㈱綜企画設計から、3 人目の入会です。 前任の澤本さんからロータリーは楽しいよと聞いていましたが、コロナ禍で、
親睦会が流れてしまいとてもさみしく思っています。
若いころは、貯金をしては海外視察、お金が無くなったら帰国してまた貯金という日々を過ごしまし、
色々な経験を重ねてきました。早く、コロナが収束して、皆様と飲み明かしたいと願っています。

【住吉美紀】
大卒後は NHK に入局して 15 年を過ごしました。
父の仕事の関係で小学校入学前から海外で暮らし、基本的な人格はそこで培われた気がします。 小学校時代がシ
アトル、中学時代を中心に大阪、神戸、高校途中からカナダのバンクーバーにまた渡り、大学は東京に戻り、ICU でし
た。 カナダの高校の社会科・政治学の先生の授業がとても難しい授業ながら、社会の出来事について考えたり意見形
成をしたりすることを教えてくれて、そのことが、メディアやアナウンサーへの道を歩む最初のきっかけだったと思ってい
ます。 考え方も、好みも欧米よりの自分だったのですが、NHK を離れて時間の自由が効くようになったことを機に、日
本料理をまず日本料理を習い始めました。そこから、茶道や着物へのご縁が生まれ、日本文化の美しさや繊細さに感
動し、むしろ日本の文化が大好きになりました。今も秋山先生のお茶のお稽古が、暮らしの中の輝ける楽しみと癒しの
場になっています。さらに、秋山先生にロータリーの入会を勧められるというご縁で、入会しました。
現在行われている東京２０２０オリンピックでは、１～８位までの入賞者ひとりひとりの表彰状を印刷するチームでボラ
ンティアをしています。 選手村に通ってのボランティアはとても面白いです。 パラリンピックでは車椅子テニスの裏方
の通訳ボランティアを務める予定です。

Exhibition of Tokyo Kojimachi RAC のご案内
東京麴町ローターアクトクラブは本年 6 月 9 日に国際ロータリーから認証をいただき、設立の運びとなりました。
若者たちを新たなる門出へ導けたことを大変嬉しく思っております。新しいローターアクトクラブを披露のささやかな昼食
会を開催致します。
下記の要領にて、東京麴町ロータリークラブの例会後に、昼食会の予定でございます。

日

会

時 : 2021 年 10 月 3 日（日） 11 時 30 分 受付開始
12 時 00 分 例会、式典開会点鐘
12 時 15 分 昼食会
14 時 00 分 閉会点鐘
場 : ホテルニューオータニ「鶴の間 − 東」
☆ 9 月 27 日、10 月 4 日の通常例会を
こちらのお披露目の会に振替ますので、
例会はございません。

東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場

1968 年 6 月 17 日
月曜日 12：30
ホテル･ニューオータニ

会 長
荘村 明彦
幹 事
福田 仁司
会報委員長 近藤 貴俊
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