
 

  

例会記録  

会員総数  43名 出席会員数 22名 

ゲスト   3名 ｵﾝﾗｲﾝ参加 11名 

ビジター  0名 その他    0名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名 事務局   2 名 

──────────────── 

   

ニコニコボックス  

谷井玲様（東京紀尾井町 RC） 
 本日はデジタル化推進委員として参加させて
頂きます。楽しみです。宜しくお願い致します。 

石川準一様（東京紀尾井町 RC）  
 今日はデジタル化推進委員として伺わさせて

いただきました。どうぞ宜しくお願い致します。 

荘村会員：久しぶりのリアル例会にお集まり 

いただきありがとうございます。 

荒川会員：皆様お久しぶりです。お元気でお過 

ごし下さい。 

中谷会員：81 歳になりました（9/8） 

藤田会員：親子 3 人元気で過ごしています。 

新型コロナに負けないよう頑張りましょう 

鄭会員：結婚記念日（8/28） 

崎山会員：ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日（9/23） 

 

次回予告  

第11回例会 2021.10.18（＃2321） 

 会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  齊藤君 

       受付係  秋山君  住吉君 

  司会者  木元君 

ソングリーダー  吉田君 

 

卓話「世界を駆けるチンドン屋」 

 
     U-STAGE&チンドン菊之家 主宰    

  嶋崎 靖氏 

  紹介者  木寅会員 

  

 

 

  

会長報告 

1）みなさま、お久しぶりです。お元気なお顔がそろって何よりです。すこしでも日常が近付いてほしいです。 

2）今日は、久しぶりの卓話がございます。 与謝野鉄幹、晶子ご夫妻のお孫様である、与謝野肇樣にお願い致します。 

昨年から、何度も延期となりようやくお越しいただけました。 

3）今期の地区委員の委嘱状が届いております。（多いので、地区委員を読み上げます） 

4）7月の熱海豪雨被害、佐賀・長崎豪雨被害への義援金の要請が地区よりございました。 クラブとして、それぞれ5万円 

をニコニコボックスから送金いたしました。 ニコニコボックスは多くの奉仕活動などに役立てられます。みなさまのご寄 

付をお願いいたします。 

幹事報告 

1）2カ月ぶりの例会です。皆様にはオンラインにてお会いする事ができましたが、直接お会いし、お元気そうで嬉しい 

かぎりです。 

2）「End  Polio Now」のTシャツをご購入希望の方は、お代2,200円をお願いいたします。 

3）10月３日のローターアクトクラブ設立のお披露目の会は、コロナ感染防止の観点より、延期といたします. 今後の例会 

開催については、理事会にて検討し皆様にお知らせ致します。 今月一杯、緊急事態宣言が発出中は休会です。 

4）新入会員の名簿のシールを配布致しました。各自名簿にお貼りください 

5）当クラブの HPには、例会の案内、週報、活動内容、ガバナーメッセージなど掲載されています。地区の HP もワーク 

ショップや、座談会など YouTube配信で視聴できます。どちらもアクセスされご覧下さい。 

 

  本日の例会プログラム 

第 10回例会 2021.10.4（＃2321） 

例会ホスト・紹介係 鄭君 

受付係  中村君   山本君 

 司会者 木元君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 吉田君 

卓話 「米山奨学生のスピーチ」 

何 瀟米山奨学生 

紹介者 秋山会員 
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OPPORTUNITIES 
ロータリーは機会の扉を開く 

 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告 

第 8回 例会 2021.9.13（＃2319） 

例会ホスト・紹介係 崎山君  会費係 久保田君 

受付係     山本君  荒川君 

 司会者 荒川君  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  

 

 
 

 

 
 

  2020〜21 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Holger  Knaack 



 
 

  
 

 

 

イニシエーションスピーチ
 

末竹徳博会員・山田剛史会員・山本顕三会員（8 月 30日 スピーチ 7月 1日入会） 
 

 

 

山田剛史会員
日清医療食品の山田剛史と申

します。当社の乳井が 9 年間

お世話になっておりましたが、

その後任ということで今年７月

に入会させていただいておりま

す。改めましてよろしくお願い

いたします。 

生い立ちから申し上げますと、前回東京オリンピック開幕３

日目の昭和 39 年 10 月 12 日に、群馬県の高崎市で生まれ

ました。この昭和 39 年を調べますと、オリンピックの他では

東海道新幹線・東京モノレールの開業、王選手の 55 号ホー

ムラン、ケネディ大統領暗殺、日本で初めての外資系ホテル

となる東京ヒルトンホテル開業、また流行語はカラ出張、ヒッ

ト曲は坂本九の「明日があるさ」が１位、「幸せなら手をたた

こう」が 3位といった時代背景です。 

そのまま高崎で高校まで過ごしましたが、子供のころから野

球好きで、田舎ですからよくあるように大の巨人ファンで、他

チームに負けると泣いて悔しがっているような子供でした。 

その後、高校までは夢中になって野球をやっていまして、高

校ではナイター設備もあって、本気で甲子園を目指してかな

りの練習をしていました。 

その甲斐もあってか、２年生時に春の選抜甲子園に出場し

たのはいい思い出です。2年生なので試合に出たり出なかっ

たりという中で、甲子園では出番はありませんでしたが、相

手の名門「星稜高校」の応援がすごかったことをよく覚えて

います。また開会式では早稲田実業で既に大スターとなって

いた荒木大輔投手が隣に並んでいて、リハーサルの時から

結構おしゃべりをしていた楽しい記憶もあります。ちなみにそ

の時の入場行進曲は松田聖子さんの「青い珊瑚礁」で、もう

４０年も前の話です。 

因みに主力メンバーとなった３年生の夏は県大会のベスト８

で終わってしまいました。それでも甲子園に行った関係でそ

のあとには早稲田実業もそうですが。数多くの名門校と練習

試合もでき、後にプロ野球で活躍するようなピッチャーと数

多く対戦出来たのは幸運でした。その当時のメンバーとは未

だに遠慮のない関係というか、いるだけで安心するような絶

対的な信頼関係が続いています。実はこの家族のようにお

互いを思う関係ができたということが、その時期苦しくても一

生懸命やり切った一番のご褒美なんだと最近になって改め

て実感しています。 

大学時代はアルバイトや貧乏旅行などの、時間はあっても

金がないという学生らしい生活をしておりました。高校時代

は野球一色で打ち込んでいましたが、学生時代は同じ打ち

込むといってもパチンコやマージャンに打ち込んでしまいま

した（笑） 

 

 

大学卒業後は、第一勧業銀行（現みずほ銀行）に就職しまし

た。銀行では支店勤務のほか、審査・人事セクションなどを

経験しました。銀行というのはほぼすべての業種の経営者

の皆様と接する機会に恵まれているのが特徴で、様々なトッ

プの方々のお話を伺う機会や、工場見学を始め多くの現場

を目の当たりにできたことは、改めて何よりの財産になって

いると思い返しています。 

その銀行員として３０年余りを過ごしましたが、その間には転

居を伴う転勤もあり、支店長として初めて赴任したのが九州

の佐賀です。３年半でしたが文化なども含めて本当に素晴ら

しい土地柄に触れることができました。その土地で暮らすこ

とによって人生観が変わってしまうほどの体験ができたと感

じています。そういう意味では、銀行へ感謝することは数少

ないですが（笑）、九州での生活はその感謝の一つでした。 

合計１０回ほどの転勤を経まして、同期に役員が出てくる頃

になりますと、一般的にはお役御免ということになりますの

で、セカンドキャリアで、いまの日清医療食品に勤務して約３

年になります。現在担当しています総務の仕事は、気を利か

せて動くことが非常に重要なのですが、会社のことがよくわ

かっていないと気を利かせることもできないので、今だに修

行中というような状況です。 

これに加えて、ロータリ―クラブでも修行を積まないといけま

せんので、50台後半にして、新たな課題が山積みとなってお

ります。皆様には何かとお世話になることが多いと思います

ので何卒よろしくお願いいたします。 

個人的なところでは、浦和に約 30 年住んでいます。家族は

妻と二人の息子がいまして、長男は社会人で次男はまだ大

学の３年生です。あと犬が１匹です。 

それから最近、改めてゴルフにはまっていまして、自分の中

ではいまゴルフが「娯楽」から「スポーツ」に変わっています。

コロナ禍もあり、出かけるところと言ったらゴルフ場くらいなも

ので、毎週のように「スポーツ」としてのゴルフに夢中になっ

て取り組んでいます。但し、スコアの方はこれからに期待と

いった段階です。 

本当に一般的な自己紹介に終始してしまいましたが、以上

で私のスピーチを終了させていただきます。今後はさらに仕

事に励むことと同時に、ロータリアンとしての自覚を持ちなが

ら努力してまいりますので、ご指導のほど、よろしくお願い申

し上げます。 

ありがとうございました。 
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山本顕三会員 
7月より入会させていただきまし

た、山本顕三と申します。 

本日はご挨拶をさせていただくお時間をいただきありがと

うございます。 

また、この度は伝統ある麹町ロータリークラブに入会させて

いただきましたこと、これから素晴らしい皆様とともに活動さ

せていただく機会をいただけますことを、本当に光栄に思っ

ております。改めて御礼申し上げます。 

簡単ではございますが、自己紹介等をさせていただけれ

ばと思います。 

まず、私の生い立ちですが、出身は神奈川県横浜市、昭和

53年生まれで現在 42歳になります。私の父は大阪の出身

で、母は東京出身なのですが、母が前回の大阪万博の時に

東京から万博関連の仕事で大阪に行っており、その時に大

阪に住んでいた父と出会ったという馴れ初めがあるようで

す。私が生まれた頃には母方の祖父母が住んでいた横浜

市に住んでおりまして、以降横浜市内で何度か引っ越しをし

ており、大学時代から東京に出てきております。 

現在は、都内で妻と三人の娘と暮らしております。 

次に、私のキャリアについてのご説明いたします。現在の

仕事は、公認会計士をやっております。もともと、大学は農

学部を卒業しております。大学の授業の中で農作業や畑仕

事のフィールドワーク等がございまして、大学で所有してい

た農場や果樹園での農作業実習が毎週実施されるという学

科でした。その実習は色々勉強になることが多かったのです

が、その実習を通じて自分は虫が苦手であるということに気

づき、農業を一生の仕事にするのはなかなか難しいと思い、

急遽方向転換して公認会計士になることになりました。今で

も、手作業で稲を植えさせれば、公認会計士の中では、収

量が多い植え方を出来る方だろうというのが自慢です。2000

年に公認会計士としてのキャリアをスタートしまして、最初の

5年間は中央青山監査法人に勤めておりました。2006年に

独立しまして、現在は当時の同僚何名かと元赤坂で会計事

務所をやっています。会社に勤めていた時に、証券会社や

投資ファンドを担当する部署におりましたことから、その流れ

で頂いているお仕事が多いです。株式や新株予約権といっ

た金融商品の評価業務、投資ファンド関連の業務や会計監

査の業務などが、現在のキャリアの中心となっております。 

最後に私とロータリーとの出会いですが、数か月前にオー

タニのスパのサウナ室に入っていたところ、サウナ室の中で

荒川会員にお声がけいただいたことが入会をさせていただく

きっかけでした。これまでの人生で、恥ずかしながらロータリ

ーのことを知る機会があまりなかったのですが、荒川会員か

らも色々お話をお伺いしまして、この度入会を希望させてい

ただきました。これまでは、世の中から与えて頂くばかりの

人生でしたので、ロータリーの活動を通じて、何か世の中に

お返ししていくような活動が出来ればと考えております。 

まだまだ若輩でございますので、日々皆様から勉強させてい

ただき、麹町ロータリーの活動が益々素晴らしいものになる

よう、活動に参加させて頂ければと考えております。今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 末竹 徳博会員 

 
・出生地；長崎県佐世保市 

・昭和 36年 4月 20日生まれ 

・昭和 55年 3月 長崎県立佐世保北

高校卒業（村上龍と同じ高校です） 

・昭和 55年 4月 九州大学経済学部経済工学科入学 

・昭和 59年 3月 同大学卒業 

・昭和 59年 4月 野村不動産（株）入社 

・令和 2年 3月   野村不動産アーバンネット株式会社退社 

・令和 2年 7月  キズナリアルティ（株）創業 

 

野村時代に不良債権処理、年金施設の売却等ですべての

都道府県に行き、各地の名物料理をいただきました。宿泊し

たことがない県は奈良県と岐阜県の 2県です。 

実家は代々漁師で、わずかですが山林、田畑もありました

ので小学校、中学校の時は漁業、農業、林業をすべて手伝

わされました。 

先月、消防団に入隊して活動服が届き、パラリンピック競技

の警備を担当することになりました。今後も地域に貢献して

いきたいと思います。 

また、田中寅彦先生の将棋倶楽部に入り、毎月、練習と懇

親会を行っていましたが、コロナの影響で今年は２回ほどし

か行われていません。 

毎年、野村時代の将棋仲間と天童市で将棋合宿を行ってい

ます。 

本業は、今までのお客様の不動産に関するお手伝いと不動

産に関するコンサル等 

行っています。 

お付き合い、よろしくお願いします。 

クラブだより  No.10  

「END  POLIO  NOW」のロゴ入り Tシャツをご希望の方

はお知らせ下さい。  1枚 2,200円 
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