
 

  

会長報告 

1）残暑が厳しいですが、お元気でしょうか？ 今日は、7月にご入会の末竹会員、山田会員、山本会員のイニシエーショ

ンスピーチです。たのしみにしていました。 

2）9月 9日の第 3回ワークショップには奮ってご参加下さい。 地区の催しはオンラインでの開催が多いので、どんどんご

参加頂けるようお願い致します。 

 

幹事報告 

1） End  Polio NowのTシャツをご購入希望のかたは、本日中に事務局まで 

お知らせください。 

  1枚 2,200円です。 おサイズもお知らせください。 

   

  本日の例会プログラム 

第 8例会 2021.9.13（＃2319） 

例会ホスト・紹介係 地引君   会費係 久保田君 

受付係     山本君 荒川君 

 司会者 保科君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 木元君 

卓話 「最近の職場事情」 

与謝野 肇氏 

紹介者 木寅会員 
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東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 6例会 2021.8.30（＃2317） 

   オンライン例会 

     イニシエーションスピーチ 
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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 

8 月 23 日 オンライン例会での皆様の自己紹介 

 
【久保田会員】 

 昨年還暦でした。１９６０年昭和 35年生まれ 天秤座の B型です。B型ですが、 

政治家では田中角栄、安倍晋三、スポーツ選手では長嶋茂雄、野村 野村克也などゴ ーイングマイウェイで変

わっているとよく言われるタイプです。 

曾祖父は京都生まれで警察官僚、江戸遷都とともに東京にやってきたそうです。 祖父から歯科医師となり私で 

3代目です。日本歯科大学で客員教授もしており時々教壇にも立たせていただいております。 

 昨年 4月に、生活者情報を扱う、一般社団法人「ウェルビーイングライブデータ協議会」を立ち上げました。 

SNSを通じて膨大な個人情報が飛び交う中、安全安心な生活者情報の利活用を考えています。その中でも、PHR

（パーソナルヘルスレコード）という、個人の医療・健康情報を利活用することを目指しています。 

 そんな事をしつつもロータリーは通常例会が待ち遠しいです。今後ともよろしくお願いいたします。 

 
 



 
 

  
 

  

 

 

 

【齊藤会員】 

  父が開業して 63 年、2 代目。公認会計士。 監査法人も抱え、金融関係のクライアントも多いのでなかなか忙しく、

ロータリー活動もままならないこともありますが、昨年は幹事として、多忙な中皆様のご協力で何とか務めました。  

趣味はゴルフと宝塚歌劇団の観劇です。 

ご存じの通り宝塚歌劇団は、未婚の女性にだけで構成され、生オーケストラ、オリジナル作品を 3 つのコンセプトに構

成されています。 

月・花・雪・星・宙・専科という 6 組にそれぞれ 80 名が所属しています。 裏方など 500 名あまり、総勢 1000 人余りを

年間 50 回以上のの興行で賄っています。チケットは毎回完売されますが、それぞれの女優さんの私設ファンクラブがチ

ケットを管理販売しているために入手しずらい状況となっています。この方法は、ジャニー喜多川氏も倣ったそうです。 

宝塚を見るようになったのは、7 年前に、後輩からある公演のチケットを進められ、観劇したことがきっかけでした。当

時はその良さをあまり理解できませんでしたが、「桜華に舞え」という公演を、クライアントとに観劇したところ、大変感動

し、その後積極的に観劇するようになりました。一緒に行ったクライアントの方（町工場の社長）は号泣し、「宝塚にきて

泣くとは思わなかった」と仰ってました。それほど感銘のある興行です。 会場は 95％女性です。皆様には、奥様とご一

緒に行かれることをお勧めいたします。 

 

 

 

【崎山会員】 

齊藤会員の宝塚のお話に、大阪に単身赴任していたころをなつかしく思い出しました。 

1977 年にニューオータニに入社しました。1999 年、幕張オータニへ赴任した折、千葉東 RC に 5 年間所属しました。 

その時代にロータリーの基礎を学んだと思います。 その後大阪オータニへ 10 年赴任、大阪東南 RC に入会いたしまし

た。 こちらのクラブは大変親睦活動が盛んで、毎年の親睦旅行ではテーマを決めて、行き先の文化を学んだり、お祭り

があれば、その踊りなどもしっかり習って参加するくらい、楽しいクラブライフでした。 

 東京に戻り、東京麹町 RCへ入会しましたが、硬軟合わせた、格調高いクラブだという印象です。 

 趣味は、自然を謳歌したいというのがあり、熊野古道を、歩いたりしました。 また、仲間とキャンプも楽しみます。こ

のキャンプは、テーマを決めて、例えば今回はスペイン、アメリカ、ロシア、中国などとして、その国の名物料理やお酒を

楽しんでいます。 食材は、ホテルマンのパワーを発揮しての調達であまり苦労はしていません。 

 

 

【新保会員】 

  麹町 RCの会員ですが、私は六本木生まれの六本木育ちです。 

私共の歴史は、明治後期（４０年ころ）宮大工でした祖父が新潟から東京へ進出し、六本木の地で建築業を生業とし

て基盤を築きました。また、祖母は「パーラー蓬莱」と言う屋号で甘味処を戦前経営しておりました。その影響でか、私は

あんこ物は大好きです。 

戦前の六本木は岩崎邸（現・国際文化会館）や石橋邸(ブリヂストン)等多くのお屋敷がありました。 

また、陸軍の町でもありました。皆様ご存知の二二六事件が起きた地域で、新国立美術館（旧陸軍参謀本部）がその場

所です。現在も美術館内に事件の舞台となった建物は保存されております。 

その様な地域環境の中で工務店として建築業、材木商を営み、私の父は一級建築士として数々の神社仏閣及び住

宅の設計施工をしておりました。 その傍ら、材木商としておりました敷地にビルを１９７２年に建築し、高度成長期の六

本木の街の発展と共に歩んでまいりました。今では世界にも名が知れる繁華街と変わっておりました。 

麹町 RC には 28 年前に、お仲人をしていただいた山下寛一郎氏（元会員、現在京都 RC 茶道具商）の紹介入会し

ました。 

ご紹介者の影響もあり、趣味は茶道と、ゴルフです。お茶会はこのコロナ禍で出来ませんが、コロナ禍でも体を動かし

いて楽しめるスポーツとして人気があるゴルフは年間 60∼70ラウンドしています。 、家族公認で行けるのが嬉しいです。  

５月には初孫が長男のところに生まれました。大変かわいいです。長男は昨年１０月より英国勤務となりましたので、

孫も９月末には渡航します。チョット寂しいです。 

今期は、若林ガバナーの地区幹事を務めています。応援宜しくお願い致します。 
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【時園会員】 

台東区生まれ、以前は黒門町と言われたところで育った典型的な下町っ子です。家族は妻と双子の息子、一番下に娘

がおります。双子の息子にはそれぞれ二人そづつ子どもがおり、 

一番かわいい長女が４月に結婚し、ヴァージンロードのあちらこちらに水たまりができるくらい大泣きしました。 

家業は以前は酒の醸造機械専門でしたが、今はお味噌以外の納豆やチーズといった発酵食品全般の機械とそのプラ

ントも扱うようになりました。 

 大学は機械工学を専攻し、殊に内燃機関（エンジン）について学び大学院まで行きましたが、特に航空機のエンジンに

魅了されました。そのせいか今はラジオコントロール飛行機の設計と製作と操縦を趣味にしています。 

これまでプロペラ機を 7～8 機製作しました。自分で設計したプロペラ機を川越の飛行場で飛ばすのが何より楽しいもの

です。 最近ラジコンのジェット機を飛ばす人がいて、その爆音に魅了され、自分でも作りたくなりました。 

今、２機目のジェット機を製作中です。 

私は好きな事は熱中しのめり込むタイプで、ほかのことには全く気が回らなくなりますが、今期は地区社会奉仕委員長

を拝命しているので、しばらくはラジコンのことは置いて、頑張っています、皆様もどうぞご協力ください。 

 

 

 

【荒川会員】 

若林ガバナーがクラブ会長の時に、入会、8年たちます。 

商業施設や物流関係の不動産業です。 

幸手市出身で、春日部高校の同窓生に細谷会員がいらして驚きました。 

好景気のさなか、西武百貨店に入社。 

昨年度社会奉仕委員長を担当していました時にコロナで苦しむひとり親世帯への食料支援 

のために、姉妹クラブ委員長だった時園会員とお米の寄付をし現在も継続しています。 

これに加えて、食品メーカーに食品の支援をお願いし、複数の食品メーカーから 

しんぐるまざあず・ふぉーらむとらいおんはーとに支援しています。本年度地区の社会奉仕委員長をされている時園さ

んと RCCの構築もあり継続してこの支援を続けていこうと思います 

 

 

もっと元気なクラブになるためのワークショップ 10月の予告 
 

10 月25 日（月）15 時～ 東武ホテルレバント東京  

 ポリオ根絶活動に関するワークショップ 

 ロータリー財団部門委員会と国際奉仕委員会 

 10/24は世界ポリオデーです。  

10/18から 1週間、JR東日本各路線の女性専 

用車の中吊り広告を「END 

POLIO NOW」 

の広告を出します。 

 
 

クラブだより  No.8  

新型ウィルス、CIVID19 の感染拡大のため、通常の例会開

催の実現が困難な日々です。 オンライン例会などを駆使し

て皆様とのコンタクトを続けて参ります。  地区でもオンラ

イン参加が可能な行事が多くなりました。 どうぞアクセスな

さって下さい。 
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