
  

 

東京丸の内ロータリークラブ 

 

第２４回 例会議事録 

 渡邉寿一会員 イニシエーションスピーチ 

 

２０１９年３月２０日(水) 

 

会場 センチュリーコート丸の内 

    アカンサスノース･ルーム 

① プログラム 

◆ 司会進行  古山真紀子会員 

◆ 開会点鐘  尾崎由比子会長 

◆ ロータリーソング  岸宏保会員 

 「奉仕の理想」 

◆ ゲスト・ビジター紹介 古山真紀子会員 

・ゲスト 

 千賀 みどり 様（アグネスホテル アンド アパ

ートメンツ東京・代表取締役

副社長） 

 中小路 乃里子 様（株式会社升本フーズ・取締役） 

・ビジター： 

新本 博司 様 (ガバナーエレクト､那覇 RC) 

 青木 隆幸 様（直前幹事、東京お茶の水 RC) 

 高木 美加 様（青木様ご同行者） 

 泉 怜生 様  （青木様ご同行者） 

◆ ニコニコ報告（渡邉寿一会員） 

・青木 隆幸様 (東京お茶の水 RC) 

 「本日は３名よろしくお願いいたします」 

・尾崎 由比子 会長 

 「本日は新本ガバナーエレクト、ゲスト、ビジタ

ーの皆様、丸の内の例会にご参加いただきあり

がとうございます」 

・藪口 真太郎、渡邉 寿一会員 

 （本日合計 18,000 円 〈累計 1,278,000 円〉） 

② 会長報告 尾崎会長 

⑴ ３月お誕生日 

 今井菜美子会員、鈴木幹一会員、朴善子会長エレ

クト、桑原奈知子事務局 

 

 

⑵ 一周年記念例会＆お食事会のお礼 

 皆様、先日は東京丸の内ロータリークラブの一

周年記念例会とお食事会、ご協力いただきまして、

ありがとうございました。おかげさまで、カジュア

ルながらアットホームな会になりました。ロータ

リーでは通常、来賓席を設けてパストガバナー等

の方々にまとまってお座りいただくのですが、今

回は分かれてお座りいただき、会員と直接お話を

して頂くことが出来ました。非常に良い会で、皆様

の良い思い出になったのではないかと思います。 

 

⑶ 次年度地区チーム研修セミナー報告 

私は次年度の地区クラブ研修委員会の委員を仰

せつかっておりまして、先日地区チーム研修セミ

ナーに出席して参りました。各クラブに委員会が



あるように、地区自体にも委員会がございます。そ

れぞれのクラブから代表が出て、委員を務める形

になっています。地区の研修セミナーで、本日お越

しくださいました新本ガバナーエレクトから次年

度の方針が発表されました。次年度 RI 会長はマー

ク・ダニエル・マローニー会長です。テーマは「ロ

ータリーは世界をつなぐ」となっております。それ

を受けて新本ガバナーエレクトのテーマは、「奉仕

の実践と平和で明るい未来」ということです。これ

に伴い３つの方針を掲げていらっしゃいます。 

まず重点項目１は、「公共のイメージと認知度の

向上」ということです。これはソーシャルメディア

を活用したりして認知度を上げていこうという活

動です。当クラブでは facebook などを通してよく

行っていることです。また、地区では「地区イメー

ジ向上委員会」を設置されたり、「ロータリー・デ

ー」を開催されるということですので、こちらの方

も丸の内 RC として積極的に参加していきたいと

思います。 

重点項目２としては、「奉仕の実践」。このコメン

トの中に「奉仕は自己を犠牲にして行うものでは

なく、奉仕することが自分の職業を存続させる道

だ」とありました。私どもは現役世代ばかりです。

自分の職業を大切にしながら、無理のない形で、丸

の内 RC の奉仕活動をしていきたいと思います。 

重点項目３として「青少年奉仕活動の強化」があ

ります。次回ゲストウエルカムデーで、サイレント

フットの佐藤利章様に卓話でお越し頂きますが、

このように丸の内 RC でも青少年活動の応援をし

ていくことにしております。伺えば伺うほど、新本

ガバナーエレクトと丸の内 RC の方針は一致して

おり、今後応援していきたいなと思いました。ここ

で、新本ガバナーエレクトよりご挨拶をお願いし

ます。 

 

⑷ 新本博司ガバナーエレクトよりご挨拶 

親愛なる丸の内ロータリークラブの皆さん、こ

んにちは。ご紹介を頂きましたガバナーエレクト

那覇ロータリークラブの新本と申します。よろし

くお願いします。 

 

丸の内ロータリークラブが発足する準備委員会

に最初に出まして、その後認証祝賀会がございま

した。今回３回目の訪問です。今までにない新鮮な、

そして若々しい女性の皆さんが中心になって作ら

れたこの丸の内ＲＣ。２５８０地区は多くの刺激

を受けております。私の那覇 RC は６０年になりま

すが、まだ女性が一人も入っておりません。ガバナ

ーとしてもそういうことでは困ると思いますし、

これからの私の課題として女性の方々にもお入り

頂いて、明るく楽しいロータリークラブになれば

と思います。尾崎さんを中心とするこの丸の内ロ

ータリークラブが、どんどん地域に刺激を与えて

いただいて、これからのあるべきロータリーの姿

を追求していただければなあと思います。 

私の方針については、今お話のあったように、

「奉仕の実践と平和で明るい未来」というタイト

ルをつけました。これからその方針に則っていろ

いろな行動をしていきたいと思います。まず、世界

で初めてロータリーが団体として行った「奉仕」。

それを自分の地域、日本の国、そして世界の中で

我々が何をすべきか、どうすればみんなが幸せに

なるか、をもう一度皆さんで考えて頂いて、出来る

ことから実践をして頂ければと思います。来年度

のマローディ会長は平和ということを大きく掲げ

ておられます。国際連合と提携をしながら、みんな

が幸せになれる活動を展開していく。そのことに



よって、ロータリーの価値も上がっていくと思い

ます。せっかく時間と労力を費やして加入して頂

いたわけですから、共に喜びを分かち合いながら

手を結んでいく、そのような一年にしたいなとい

う思いでおります。 

地区大会は、来年の２月１２～１３日に沖縄で

行います。平和フォーラムやロータリー・デーとい

うお祭りも行います。皆さんぜひ参加をしてくだ

さい。８月２１日は丸の内ロータリークラブに公

式訪問で参ります。その時にしっかりと私の考え

を伝え、皆さんのお考えもお聞きしながら、楽しい

ロータリークラブを展開していきたいと思います。  

皆さんのクラブの方針が、しっかりと２５８０地

区に伝播していくことを望みながら、私の挨拶に

代えさせて頂きます。 

 

⑶ 白石小百合さん、堀江智生さん入会式 

 

 

 

白石さんはもとテレビ東京のアナウンサーでいら

っしゃいますので、本日はロータリアンにとって

重要な「四つのテスト」を読み上げて頂きたいと思

います。 

＊「四つのテスト」～言行はこれに照らしてから 

①真実かどうか、②みんなに公平か、③好意と友情

を深めるか、④みんなのためになるかどうか 

 

【自己紹介】 

＊白石小百合会員： 皆様、初めまして。白石小百

合と申します。前職はテレビ東京でアナウンサー

を７年間しておりました。報道番組だけでなく、ナ

レーション、スポーツ番組等担当しました。２年前

に独立し、Whitte（ウィッテ）株式会社にて Whitte

という香水のブランドをやっております。香水だ

けでなく空間のプロデュースなども手掛けるほか、

今でもフリーのアナウンサーとしてナレーション

や各種司会をやっております。一周年記念に出席

できなくてすみませんでした。アルゼンチンにて

ラッパという日本にはあまり馴染みのないヨーロ

ッパのスポーツの世界大会に出席しておりました。

活動範囲が様々に広がっておりますので、より貢

献できる幅も広がったかと思います。まだまだ未

熟者ですが、よろしくお願いいたします。 

 

＊堀江智生会員： 皆様はじめまして。堀江智生と

申します。仕事は資産運用の会社をしております。

ちょうど１年前の３月に独立しました。私は３１

歳で、経営者としてもちょうど１年経ったばかり

の若輩者です。まだまだ未熟な点がたくさんある

かと思いますが、このクラブで貢献できるように

頑張っていきたいと思っております。実はこのク

ラブに入る前に、いくつかのクラブにビジターと

して参加してみたのですが、このクラブが一番ア

ットホームで雰囲気が良くて、楽しく感じられた

ので、入会させて頂きました。これからどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

⑷ 委員会について 

 新入会員が増えましたので、委員会の編成を微

調整させて頂きました。Facebook にてすでにお知

らせしている通りですので、ご確認ください。先日

申し上げましたが、委員長会議を開催して情報交

換をしていきたいと思います。次回委員長会議は

４月１０日、例会前のお時間を空けておいていた

だきたいと思います。 



③ 幹事報告 塩島幹事 

⑴ 地区研修協議会（4/23）について 

昨年も１０数名参加して頂きましたが、地区研

修協議会が開催されます。次年度の委員長が参加

することになっております。近々、朴会長エレクト

と渡邉幹事エレクトから打診が入りますので、各

委員長さんには出席をお願いします。もし委員長

が欠席の場合は、委員のどなたかが必ず出席して

下さるように調整をお願いします。 

 

⑵ 今後の予定について 

4 月１０日は例会前にクラブ・フォーラムとして

委員長会議を行います。その次の例会は、今年度最

後のゲスト・ウエルカム・デーを予定しています。

皆さん、前回同様、入会候補者にお声かけいただく

よう準備をお願いします。卓話は、去年サッカーを

通じて奉仕活動をさせて頂いた車椅子の会サイレ

ントフットの佐藤利章会長にお願いしています。

その時、元横綱日馬富士関にもご出席いただいて、

記念品贈呈式を行います。 

また、５月 22 日は東京お茶の水ロータリークラ

ブとの合同例会がございます。親クラブと親睦を

深められる良い機会です。早目に出席確認を行い

ますので、日程調整をお願いします。 

６月１日から５日までハンブルグにて国際大会

が開催されます。各クラブの信任状がございまし

て、当クラブも１票持っています。参加される方が

いらっしゃいましたら、その方に託しますので、参

加の方はよろしくお願いします 

 

⑶ 出席率について 

続きまして、今日ご出席のお茶の水ロータリー

クラブの青木直前幹事より「ロータリーの出席率」

についてお話して頂きます。青木直前幹事はロー

タリーに入会されてから１０年以上経ちますが、

これまで出席率 100%を続けておられます。 

 

＊東京お茶の水ロータリークラブ 

直前幹事 青木隆幸様 

 皆さん、こんにちは。いつも大変お世話になって

おります。先日は見事な一周年記念パーティー、お

めでとうございました。また、この度朴次年度会長

が正式に決まったそうで、おめでとうございます。 

 

 私の方からは、出席について一言申し上げます。

ロータリーでは、会費の納入同様、例会出席が義務

です。こちらのクラブは月２回しか例会がないの 

で、２回出れば 100%になります。我々は４回出な

いといけませんので、それから比べれば簡単に出

来るような気がします。例えば関西の方は関西の

クラブの例会でもいいのです。誰も知らないクラ

ブの例会に出るのは、誰でも嫌なものですが、大阪

でも名古屋でも、例会に出ますと「え？東京から来

られたのですか？」と言われます。あと、例会が急

に変更になることもございます。この場合、ラッキ

ーなことに、行ってサインするだけで一回出席に

なります。それでも出席率は上がります。また、海

外のクラブでも、日本から来たと言うととても歓

迎して頂けます。雰囲気も全然違って、食事がビュ

ッフェ方式だったり、さらっと進行していたり、ぜ

ひとも参加されると面白いと思います。 

 また、地方のロータリークラブでは、オーナー社

長さんがたくさんおられます。たまたま訪れた名

古屋のクラブで隣に座った方が、老舗のお煎餅屋



さんだったのですが、翌日会社に煎餅が届けられ

ていました。そんなこともあります。また、インタ

ーネットの例会もありますので、活用されたらい

いと思います。 

 

＊＊最近のメークアップ・バナー交換報告 

① 竹之内幸子会員： ２月に東京代官山 RC に行

って参りました。バナー交換を、と思ったら、先方

からはバッジを頂きました。若い、芸術派の方の多

いスタイリッシュなクラブでした。 

② 朴善子会長エレクト： ２月に上山パストガ

バナーの所属する武蔵野中央 RC に卓話で行き、バ

ナーを交換してまいりました。 

③ 鈴木幹一会員： 昨年の夏に軽井沢 RC、2 月

には小諸 RC、先週は金沢 RC に卓話に行って参り

ました。内容は東京オリパラの時の交通渋滞緩和

のために政府が力を入れているテレワークについ

てです。次回は３年後に北陸新幹線が伸びる予定

の福井県に行ってこようかと思っています。 

④ 出席報告  

会員数 24 名 ゲスト 5 名 

出席数 19 名 ビジター 2 名 

欠席数 5 名 出席率 79.2％ 

前回修正 出席率 87.5％ 

 

⑤ イニシエーションスピーチ   

渡邉 寿一 幹事エレクト 

（株式会社 P.M.C ワタナベ    

代表取締役）     

次年度幹事を仰せつかっております渡邉寿一と

申します。よろしくお願いします。 

 
私はサッカーを 45 年間やってきました。今でも

地域の中で社会人ボランティアとして続けていま

す。これから、仕事のこと、サッカーとの出会い、

そして最近力を入れている地域や行政のことをお

話しさせて頂きます。ブラインドサッカーについ

ても紹介させて頂きます。 

私は 1966 年５月、足立区生まれ、神田在勤在住

です。趣味はジム通い、サッカー、そして甘党です。

最近の私の頭の中は、約３０％がロータリーのこ

とで占められています。いろいろ削りつつ、一日 24

時間中８時間はロータリーです（拍手）。家族は家

内と、スキーが大好きで美大に進学予定の長女、１

３歳の次女、サイレントフットにも同行させまし

た１０歳の長男、それにニューファウンドランド

種の大きな犬がいます。 

仕事は、現在内装業が 66%です。店舗内装の設

計施工が中心で、電鉄やデベロッパー、全国チェー

ンの店、学校関係をやっています。26%が環境事業

で特許を８つ（抗菌のコーティング、水性塗料等）

持っています。また香港に会社があり、アジア、ア

セアン、中南米に特許製品と和食の食材を輸出し

ています。今はやりのタピオカミルクティーを台

湾から日本に導入するマーケティングや、チリに

和食店をオープンする手伝いもしています。藪口

真太郎会員はよく現場で一緒の仲間です。 

私の人生を変えたのはサッカーです。中学の時



に読売クラブに入りました。今は OB 会の事務局

をやっています。会長はラモスで、副会長が小見幸

隆さんです。サッカーで学んだことは、プロを目指

す中で、プロ根性、勝ちへのこだわり、続けること

の意義、などです。私はゴールキーパーなので、「人

を動かすことによって、自分を動きやすくするこ

と」も学びました。最後は達成感とか、喜びです。

今の私があるのは、サッカーのおかげです。自身の

財産となっています。 

 

サッカーに何か恩返しが出来ないかな、と思っ

たのがきっかけで、2014 年に千代田区サッカー協

会を立ち上げました。当時、東京 23 区でサッカー

協会がないのが千代田区だけでした。日本サッカ

ーリーグの中では、トップである日本サッカー協

会(JFA)の下に各都道府県サッカー協会、その下に

市区町村サッカー協会、ここに千代田区サッカー

協会が位置します。また、行政の中では、トップが

千代田区、その下の千代田区体育協会で、千代田区

サッカー協会はその下です。ということで、必然的

に行政とからみながら、地域で何か出来ないか、と

いうことになりました。 

千代田区サッカー協会の立ち上げでは非常に苦

労しましたが、何とか５年目に入りました。現在は、

ジュニアが６００名、社会人チームが３００名、年

間予算６００万円です。主な業務は学校のグラウ

ンド開放の交渉、サッカー専用グラウンドの誘致、

大会や教室の主催です。千代田区にグラウンドが

あるのか、とよく聞かれますが、お茶の水にあるス

ペースに人工芝を貼ってもらったりとか、千代田

区運動場がサッカー禁止だったのを解禁したりと

か、江東区新砂運動場、埼玉県三郷や千代田区スポ

ーツセンター、そのような場所で活動しています。 

上場会社ルネッサンスイーストに年間を通して

スポンサーになって頂いているのですが、そこに

毎年子供たちを連れて表敬訪問に行ったりもして

います。子供たちには良い経験になると思います。 

千代田区スポーツセンターで行ったサッカー教

室には、元ヴェルディの都並さんを始めとする OB

達がボランティアで指導をしてくれました。こち

らにも千代田区にある会社が協賛してくれてドリ

ンクやグッズを提供してくれています。 

次にブラインドサッカーについてです。音の出

るボールとアイマスクを使用します。５人制で、ゴ

ールキーパーだけ目が見えます。国際大会は全盲

でないと出場できません。ゴールの後ろにコーラ

ーというガイドがいて、その人の指示に従ってサ

ッカーをします。相手のボールを取りに行く時は

「ボイ」というのがルールです。（ここで千代田区

の広報課によるブラインドサッカー・ジュニア教

室取材映像を投影） 

 このような体験がどう日常生活にどう生かせる

のか。ダイバーシティ・アンド・インクルージョン

という言葉をよく聞きますが、子供たち、いろいろ

な考え方がある中で、自己主張が出来ない、コミュ

ニケーションが難しいということがあります。視

覚が失われると情報の８０%が遮断されるといい

ます。目隠しをしてサッカーをする体験を通して、

相手に伝えたいことをどう伝えるか、意思伝達、相

互理解、自己表現を学ぶ。最終的には、失敗を恐れ

ずチャレンジするということを子供たちに教えた

い、と思いました。 

千代田区のみならず、少子高齢化社会の中で、今

後安心安全な社会をどう作っていくのか。お互い

助け合いながら、地域も一緒になって何かをやっ

ていくひとつにサッカーがあると私は考えていま

す。サッカーを通じて、企業や行政、地域住民、PTA、



学校を巻き込み、いろいろと活動しているところ

です。以上です。最後駆け足になりましたが、あり

がとうございました。 

 

◆ 閉会点鐘  尾崎会長 

 渡邉会員の奥様と私は白百合学園時代の同級生

で、たまたま同窓会で隣合わせになりました。その

時にご主人が千代田区のサッカー協会で活動され

ていることを知り、ぜひ紹介して欲しいとお願い

しました。オフィスまで押しかけてお話したとこ

ろ、ロータリーにピッタリの方だと思い、会員にな

って頂いた次第です。このように、もしかしたらご

自身が直接知らなくても、友人などを介してロー

タリーにぴったりな方を紹介して頂けるというこ

ともあります。どうぞ参考になさってください。 

 

（議事録作成：事務局 桑原） 


