
 

  

会長報告 

1）皆様、お久し振りです。 お変わりなくお過ごしのことと存じます。 

 金田会員が今月21日に傘寿を迎えられました。 例会が行われましたら、会よりお祝いを差し上げたいと存じます。 

おめでとう御座います 

2）緊急事態宣言が再度延長されてしまいました。 9/12までの延長です。そこでみなさまにご提案ですが、9月１３日は、 

年間予定ではオンライン例会ですが、リアル例会を開催したいとおもいます。いかがでしょうか？ ハイブリッド形式で 

行いますので、無理をせずにお越し頂きたいと存じます 

3）本日は、荒川、久保田、齊藤、崎山、新保時園会員の自己紹介です。 

幹事報告 

1）自粛の夏休みでしたが、皆様お元気でしょうか？  なかなか直接お会い出来ないのはなんとも歯痒いです。 

2）先日、配布いたしましたが、ローターアクトクラブが中心に行う、水辺の清掃活動の一環で、当クラブが贈呈した桜の苗

木近辺の皇居お濠の清掃を9月１２日（日曜日）に行う予定です。 

御無理をせずに、お近くにお住まいの方々に御協力頂けると助かります。 

3）来週のオンライン例会は、末竹、山田、山本会員のイニシエーションスピーチです。 

 

 

 

8月 2日 オンライン例会での皆様の自己紹介 

 
【濱田会員】 

 入会して 17年たちます。 入会したのは、中谷さんが会長の時、任期最後の 6月でした。 

職業分類は、弁護士（金融法務）です。「専門は？」と聞かれると、「事件数では損保の交通事故が約半数を占めますが、

収入的にはそれが経営基盤だとは言えないので、何でも屋です。」と答えています。 

「金融法務」という分類は、当時、縁あって銀行の訴訟代理人をしていたため、無理矢理付けましたが、現在は、そこの仕

事はしていません。ただ、別の政府系金融機関の顧問をしていますので、間違いではありません。 

ゴルフが趣味で、コロナ前は 1か月 7回のペースで、コースに出ていました。 

昨年は、コロナの影響で回数が減り、50回でした。今年は、コロナ禍でも安心なスポーツといわれるようになり、以前のよ

うに 1か月 7回のペースで楽しんでいます。 

もう一つの趣味は、囲碁です。コロナのおかげで毎晩、家で食べるようになり、食後は、妻と囲碁を打っています。 

よろしくお願いいたします。 
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  2021〜22 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Shekhar  Mehta 

 SERVE   TO  CHANGE   LIVES 
    奉仕しよう 

みんなの人生を豊かにするために 



 
 

  

 

 

 

【細谷会員】 

 入会 8年目です。 

 なかなか、オンラインになれず、四苦八苦です。 中野で、クリニックを開業していますが、現在は次男が診療の中

心で運営しています。 コロナがまん延して来院する患者さんは減りました。 発熱外来は、通常の外来診療が終わって

から行っています。 

趣味は、37 歳からのめりこんでいる麻雀です。こんな面白い遊びがあるのかとのめり込んでしまいました。覚えたて

の頃は、38 時間続けてことや、食事と睡眠はとりましたが連続八日間やったこともありあました。妻の所有するマンショ

ンに麻雀部屋を作り今も月 3 回はやっています。これまでほとんど勝ったことがなく、自分から止めようといったこともあ

りません。 

ゴルフも楽しみの一つです。最近スコアが良くなく、ゴルフは道具じゃないと思い、同じ道具 10 年以上も使っていまし

たが、昨年 9 月に思い切って、マジェスティのフルセットを買いました。最近ようやくなじんできました。 20 年後のエイジ

シュートを目標に週 4回くらい午後 5：00~6：00に自宅の屋上に作った練習場で練習しています。  

最近は患者さんの名前や薬の名前がなかなか思い出せず、認知症になるのではないかと不安なのですが、不思

議なことに認知機能は年々よくなっています。運転免許証の更新時に認知機能テストがあるのですが、8 年前は 78 点、

3年前は 84点、今年は 100点満点でした 

私が 81歳と知ってか知らずか、妻の友人が妻のスマートフォンに送ってきた文章をご披露致します。 

    18歳と 81歳の違い 
   恋に溺れるのが 18歳          風呂に溺れるのが 81歳 

   道路を暴走するのが 18歳       道路を逆走するのが 81歳 

   心がもろいのが 18歳          骨がもろいのが 81歳 

   ドキドキが止まらないのが 18歳    動悸が止まらないのが 81歳 

   恋で胸をつまらせるのが 18歳     食べ物で胸をつまらせるのが 81歳 

   まだ何も知らない 18歳         もう何も覚えていない  81歳 

   自分探しをしている 18歳        皆が自分を探している 81歳 
 

 

 

【保科会員】 

 こんにちは。保科充弘です。入会して、7 年半になります。久保田先輩のご紹介で、卓話をさせていただいたのがご

縁で、仲間に入れていただきました。年齢はこの 7月で 60歳。還暦になりました。 

まず、職業奉仕について。私は、三菱銀行に 15年間勤務した後、証券会社出身者・投資会社出身者などとともに、事

業承継Ｍ＆Ａアドバイスを行う会社を設立して、21 年たちました。後継者不在のオーナー企業の売却のお手伝い、大手

企業への橋渡しの仕事をしています。特徴は、オーナー企業専門、片側助言です。 

 三菱銀行勤務時代は、京橋支店で本田技研の法人取引と本田宗一郎さん他の担当。本田宗一郎さんのオーラを感

じ、起業家魂を吸収しました。その後、本店で、三菱グループ企業他の担当、そして、本部で「Ｍ＆Ａ情報開発業務」の

担当となり、「後継者難の中小オーナー企業」のお手伝いに従事しました。この仕事を究めるために、銀行を退職して、

会社を設立し、現在に至っています。 

趣味は、野球です。今から 10 年くらい前まで、港区の少年野球チームの指導者を 6 年（内監督 4 年）やらせていただ

きました。息子の入団がきっかけでした。土日祝日は、ほぼグランドでした。熱心なご父兄とのお付き合いもありました

が、子供たちと一緒に野球をして、成長していく姿を見るのが楽しみでした。 

また、コロナ禍の中で、自宅での「ストレッチ運動」にハマりました。本、youtube 動画等で研究しています。おかげで、

体が柔らかくなり、肩こり等も和らいでいます。 

そして、もう一つの趣味は、「歴史ドラマ」、「歴史小説」です。NHK 大河の「麒麟がくる（謀反人の明智光秀の話）」、私

が最近読んだ「じんかん（将軍殺しで大悪党の松永久秀の話）」「木曽義仲（源頼朝の従弟。暴れ者の話）など、歴史上

は、悪い奴と評価されている人物も、実は「けっこういい奴」「男気のある人」だったのではないか、と再認識できて、面白

いのです。また、武将の戦い、跡取りの話などは、ビジネスにも参考になります。最近、「歴史から、オーナー企業の事

業承継を学ぶ」という無料動画を公開しました。ご興味のある方は、私の会社のホームページにアクセスしていただけれ

ば嬉しいです。（ https://netvalue-ma.jp/ ） 

こんな私ですが、世の中と麹町 RCの皆さんの役に立てればと思っています。引き続きよろしくお願いします 
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【中谷会員】 

 もともとは大阪出身です。 

 第 2 次世界大戦では、大阪の家は戦火に会い、疎開先の芦屋でも焼きだされてしまい、大阪高槻市で、過ごしまし

た。商社勤務を経て、家業に入りました。 製薬業を営んでいましたが、現在は天然素材を生かした、抗菌剤・化粧品な

ども手掛けています。 

 健康には、医食同源がもっともで、食品関係も営み、ワイン事業も手掛けています。 

 世界中を回って、一番いいところはイタリア、殊にベニスは何度行ってもても飽きない場所だと思います。 

 

 
 

【中村会員】 

 入会 3年目。 

以前はヘ ッ ジ フ ァ ン ド 関 係の仕事 で し た が 、 今年の 3 月か ら ベ ン チ ャ ー に 転職 し て お り ま す 

健康維持には特別気を使っています。肉は食べない、野菜中心の食事を通しています。お酒は昔は飲んでいましたが、

今は飲みません。4時に起床して夜は 9時には就寝します。 

かなり頭がすっきりして、仕事の効率も良いのですが、友人関係が薄くなっているのが悩みです。 

クラブへの出席がなかなかできず申し訳ございませんが、今後とも宜しくお願いいたします。 
 

 

 

【植芝会員】 

1989年に入会して 30年余りです。 

日本伝統の武道である合気道の道主であり、その合気道を普及振興する組織である公益財団法人 

「合気会」の理事長です。 

 合気道は、世界 140の国や地域に組織と、国内約 2,400 カ所に道場があり、幅広く愛好者がいます。 

 毎日、私自身指導をしながら、心身を鍛えております。 

 
 

【吉沢会員】 

今年一月に入会したばかりです。３年前に再婚した主人からいろいろロータリーの世界を見聞きして、社会奉仕の大

切さを学び何か役に立ちたいと思い、恵比寿ロータリークラブに入会しました。 仕事の関係で、例会日に出席が叶わず

悩んでいた時に、河合先生に麹町ＲＣへのお誘いを受け入会しました。 

板橋区生まれ、出生時は 2 キロない未熟児でしたが、保育器が空いていなかったのですが、お医者様が人一倍大き

な泣き声だから育ちますと言われたそうです。大きな声というのは、もしかしたら女優の兆しだったかもしれません。しか

し小さなころは歩き始めるのも遅くひ弱だったため、祖母が日本舞踊を習わせてくれました。日本舞踊はとても好きで続

けております。中学になるころ、突然、表現することに挑戦したくなり、だれにも相談せず劇団「ひまわり」の入団試験を

受けました、周りは驚いておりましたが、入団して間もなく色々なお仕事が入り、その後テレビドラマ「柔道一直線」から

始まり、映画・舞台・コマーシャルなども多く、毎日忙しく、学校へ行くのもままならないほどでした。「ド根性カエル」のひ

ろし君のガールフレンドの吉沢京子は私がモデルです。3年前に芸能生活 50周年をホテルオークラで催しました。  

9月には安倍晴明の「葛の葉」というお芝居をします。10年ほど前から朗読を含めたライブなどボランティア活動もして

いますので、何かにお役に立てれば光栄です。 

 

クラブだより  No.6  

  緊急事態宣言の下、オンライン例会が続き寂しいです。 

  8月 30 日、9月 6日はオンライン例会となります。 

  9月 13 日（月）は 12：30から、H・ニューオータニでの通常 

例会を開催したいと切望しています。 もちろんハイブリッド 

での開催ですので、ご無理のないようにご参加下さい。 
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