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会長報告（秋葉良子会長）
　 今年度の RI のテーマは「変化をもたらす」と提示されました。私
たちは社会の中で一人で生きていくことはできません。ロータリーの原
点である「奉仕」を見つめ直し、できるときにできることをやることを
大前提にこの一年の運営を進めたいと願っています。

幹事報告（富田洋平幹事）
• 本日はロータリーの友、週報、クラブ運営の方針と計画、会員名簿、

特別例会のお知らせを配布しました。
• 理事会では、金子健彦新会員の入会が承認され、秋葉年度の目

標の一つの 30 代の若手会員拡大のためのプロジェクトを立ち上げ
ることとなりました。

• 育成園のサマーキャンプが、今年も 8 月12 日（土）13 日（日）に
行われることが決まり、カンボジアの子ども達の絵画展（10 月 23
日から 28 日）に協賛するチャリティナイトを10 月 23 日（月）に外
国人記者クラブで開くことが決まりました。

東京中央 RI 新会長ご挨拶（小川健三会長）
　本日が新年度会長としての初陣になります。同行して 
いる松林智紀幹事と凸凹コンボで一年お付合いをよろしく
お願い致します。

会員組織委員会報告（大盛敬子委員長）
• 今年度の第 1 回ファイヤーサイドミーティングが 7 月 20 日（木）に 
「赤坂離宮」銀座店で開かれることが決まり、本日「お知らせ」を
配布しましたので、皆様活発なご参加をお願い致します。

• 本年度のクリスマス例会について、親クラブと合同開催するか単独
開催とするか、アンケートをお配りしましたので、皆様のご回答を
お待ちしています。

特別例会報告（石原忠始会員）
　10 月16 日（月）の例会卓話は、自民党の重鎮石破茂衆議院議員
にお願いすることとなり、卓話時間を1 時間に延長して夜間例会とす
ることが理事会で決まりました。来客も多数お見えになると想定され
るので、会場は 2 階の広い孔雀西の間で 18 時 15 分開会予定です。
当クラブ会員は特別の会費負担はありませんので、皆さん安心してご
参加下さい。

７月のハッピーバースデイ
栗原里央子会員（1日生れ）、かづきれいこ会員（2 日生れ）
白坂亜紀会員（20 日生れ）、白水真子会員（22 日生れ）
野村順子会員（29 日生れ）、後藤啓二会員（30 日生れ）

地区役員紹介（秋葉良子新年度会長）
　当クラブから、今期以下の 4 名が各地区役員に選任されました。
　 石川 和子 会員 地区奉仕プログラム委員
　 野呂 洋子 直前会長　地区 IT 委員
　 黒岩 友美 会員 地区国際奉仕委員等
　 岡田 敏江 会員 地区米山記念奨学会推進委員

秋葉会長御挨拶
• ロータリーはどのような団体かとよく聞かれますが、「どのような」

ではなく「何をしているか」で定義されるべきです。私たちは社会
の間で生きておりますが、大勢の中で育まれて生きていることを時
折忘れてしまうのが人間かもしれません。

• 私は大学を卒業するころ、母から「早く嫁に行くように」と言われ、
なんとも寂しくて大泣きしていたことがありました。自分は今社会
に必要とされてなく、お稽古事をやる以外自由でかつ空虚に日々
を送っていました。社会のどこかで必要とされていることが大事だ
な、とつくづく思い知りました。

　　若い人は皆そういった心の悩みを持つ時期があると思いますが、
自分のためだけでなく他人のため・皆のためにやるべきことを見出
していくことが大事な人生の基本となっていくと思います。

• 当クラブの活動は、特定の人が引っ張るのではなく、どの会員も
全員運営に参加してほしいのです。新入会員も「分からない」です
ませないで、あちこちに聞いて行動する中でなじんで定着していっ
てほしいのです。

• 卓話も、会員一人一人が、卓話者を推薦して皆で作り上げていきま
しょう。うれしかったこと、小さいことでも皆が共通して話し合う
ことで全体の輪が作れるのだと思います。

• 今年度の8 名の委員長を紹介します（8 名の委員長が前面に並んでご挨拶）
　　福元智子　奉仕プロジェクト委員長
　　宮下文夫　広報関連委員長
　　大盛敬子　会員組織委員長
　　曽根章乃　ロータリー財団委員長
　　小沼百合子　会員増強委員長
　　小池富美子　米山記念奨学委員長
　　黒岩友美　会員選考職業分類委員長
　　湯浅保有美　プログラム委員長　

（湯浅保有美プログラム委員長から一言ご挨拶）
• 今年度のクラブ運営の方針と計画の末尾に卓話予定表を綴じ込ん

でもらいました。
• 今年度は、会長も言及されていたように、会員一人から少なくとも一

人の卓話者を推薦してもらい卓話を盛り上げていきたいと思います。
　昨年度と今年度の卓話予定表を見ると、まだひとりも推薦してい

ない会員が十数名はいるので、今年度中に是非お一人をご推薦い
ただきたくお願い申し上げます。

• 卓話の内容がバッティングしないように調整はこちらにお任せいた
だきますが、私も若い方と思っていましたが今年で 50 代に入り高
齢化していますので、今年度は早く若い会員を入れて卓話にも若にこにこ合計 32,000 円／今期累計 32,000 円

小川健 三会 長 
（東京中央ＲＣ）
川口 正 廣会 員 
（東京中央ＲＣ）
野 呂 洋 子直前

会長

石川和子会員 
 

岡田敏江会員 

かづきれいこ会員 
 

栗原里央子会員 

小池富美子会員 

小林真由美会員 

曽 根 章乃会員 

田中 結 加会員 

辻 喜 代子会員

時 枝 紀子会員

2017－18年度もよろしくお願い申し上げます。  

秋葉会長年度のスタートおめでとうございます。  

秋葉新年度の始まりです。皆で盛り上げていきましょう！！
いよいよ秋葉年度スタートですね。秋葉会長、富田幹事が
んばって下さい。理事・会員皆で協力し、すばらしい年度に
なる様にいたしましょう。
野呂年度お疲れさまでした。今日からいよいよ秋葉年度で
すね。皆様一緒に秋葉会長を盛り上げましょう。
昨日誕生日をむかえました。だんだんうれしくない気持ちと
元気でお仕事させて頂いている感謝で一杯です。今日から
秋葉さんがん張って！応援します！
今日から新しい秋葉会長・富田幹事年度ですね。できるだ
け協力させて頂きます。宜しくお願い致します。
本日より秋葉年度スタートですね。私も二年振りに理事に復
活です。気持も新たに宜しくお願い致します。
今日から新年度、アキバ会長富田幹事宜しくお願い申し上げ
ます。
いよいよ秋葉年度。秋葉さんの特色を出した1年間に期待し
ています。
今日ダウン症の兄が私に握手してロータリーへ送り出してくれ
ました。
秋葉会長・富田幹事、17～18年度ガンバレ！！
いよいよ秋葉年度スタート。直前年度、ガバナー補佐配出ク
ラブとしての自覚を持って、ロータリー活動を楽しみたいと思
います。

出席率 58.70％ （出席者27名＋メーキャップ0名／正会員49名－休会3名）

例会報告  第 667 回   2017 年 7月3日（月）

卓話：「 貴方の命を脅かす血栓症（代表的な病気は心筋梗塞
や脳梗塞など）を防ぐには」

　　　　 帝京大学医療技術学部学部長　川杉 和夫 先生

本日の例会  第 669 回   2017 年 7月24日（月）



クラブ週報編集担当
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宮下文夫・小堀彰・落合守征・左明貴子・上田美帆・吉田しおり

直前会長挨拶（野呂洋子直前会長）
　大槻前ガバナーから1 年間共に過ごしてきたことについてお礼のお
手紙を頂きました。直前会長となりました私のこの1 年を皆様方と共
に活動してこられましたことを重ねて心から感謝致します。

会長報告（秋葉良子会長）
　小池富美子米山奨学財団委員長の代理で米山地区セミナーに出席
してきました。機会があれば米山財団の活動について例会で紹介して
いきたいと思いました。今後機会を見て岡田敏江地区米山委員にもお
話をお願いする所存でおります。

幹事報告（富田洋平幹事）
・本日は 6 月理事会の議事録を配布致しました。
・ロータリー情報ハンドブック（第 2 版）を会長と共に購入して読ん

でおります。ロータリー活動に関する情報が文字通り満載で正直
言って面白いです。皆様も是非事務局を通じて購入下さい。

・当クラブが毎年寄付をしている「わんぱく相撲」「3・11 塾」から
お礼状が届いておりますので回覧致します。

・来週 7 月17 日（月）は祝日のため例会は休会です。
・会員の皆様が例会を欠席される場合は、前の週の金曜までに事

務局にご一報下さい。食事の調整を行うことができますので。
・ 7 月 20 日（木）のファイヤーサイドミーティングで、新入会員の金

子健彦会員の入会式を行いますので皆様よろしくお願い致します。
奉仕活動報告（福元智子奉仕プロジェクト委員長）

　 7 月7 日（木）の画廊巡りは、銀座日動画廊、泰明画廊など多くの
画廊様の協力を得られて、展示中の絵の作家の先生も立ち会って 
いただき説明を丁寧にして下さるなど大成功でした。参加した子ども
達からも「今度絵を描いてみたい」との感想が聞かれました。次回は
11 月を予定していますので、よろしくお願い致します。

ガン大統領が就任間もないころ、突然の発作で倒れ脈もなくなった大事件
がありました。レーガン大統領は、大勢の医師に取り囲まれて診察を受けな
がらも「今日の医師は全員共和党員だろうね」と質問し、筆頭医師は本当は
民主党のコチコチ人でしたが、「大統領、ご心配に及びません。医師は全員
共和党員です」と答えたとのエピソードが残されています。又、その時脈を
診るために看護師がレーガン大統領の手首を押さえていたところ、レーガン
大統領はウィンクして、「ナンシーには内緒だよ」と囁いたそうです。レーガ
ン大統領のタカ派的政策には反対論も強いのですが、ユーモアを忘れない
大統領として全国民に愛されていました。レーガン大統領がアルツハイマー
になったとのニュースが流れたとき、私は民主党の大統領候補デュカキス氏
と話していましたが、デュカキス氏はこのニュースを聞いてみるみる大粒の涙
を流して「レーガンは最大のライバルだったが、最大のコミュニケーターだった」
と呻いたのでした。日本人では吉田茂氏が元駐英大使で英語はぺらぺらな
のに、あるときマッカーサーに「GHQ は何の略称ですか」と質問し、マッカー
サーが「当然総司令部だ」と答えたところ、「私は、Go Home Quickly　か
と思っていました」と切り返し、マッカーサーも吉田茂はなかなかのものだな
と思ったとのエピソードが回想録にも出ています。現在の森喜朗五輪組織委
員長が総理時代に、クリントン大統領を訪問した際、森さんは英語が不得
意で「How are you?」と発音すべきところ、「Who are you？」と発音して
しまい、クリントン大統領が落ち着いて「I am Hillary’s husband」と答えた
ところ、予定会話を丸暗記していた森さんが「Me too.」と答えてしまい、ク
リントン大統領が大笑いしたという笑えないエピソードもあります。20 年以
上前ですが、アメリカのハーバード大の卒業式に出席しましたが、「君たちは
栄えあるハーバードの卒業生として食事をしたくない人間、つまらない人間と
いわれるようなことのない十分な教養を身に付けてほしい」という祝辞が贈
られたのには驚きました。欧米では、ユーモアと冗談の力がいかに重視され
ているかが分かるエピソードです。

・その 3　気配り（日本の通知表は B：いい線）
　　イギリス大使を浅草の小さな割烹料理屋に連れて行ったら、あちこちに水

打ちをしてあり、おかみがちょこちょこと出てきて靴を並べ直したりする気配
りに大変感心していました。角栄さんなども魅力的な人で、私は記者時代よ
く目白にも行って話を聞きましたが、「いいか。人間顎は締めていいが、脇は
緩めておくんだぞ。脇まで締めて付け込むスキがないような人物では人が寄っ
てこないぞ」と気配りの大家角栄さんだから言える言葉だと思いました。こ
れと対照的なのが小泉純一郎首相で、ドライな人で、「役目が終わってもうい
いよ」となると何を言ってももう聞いてくれない人でした。

・その 4　新時代のリーダー像
　　作家の塩野七生（ななみ）さんに聞いた話ですが、イタリアの歴史の教科

書ではあるべき指導者像として「知力、説得力、肉体上の耐久力、持続す
る意思」に加えて最後に「lesser evil（よりましな悪）を冷静に追及する透徹
したリアリズムと明るさ（慎重な楽観主義）」 を求めているそうです。日本人
も世界にチャレンジする気概をもって一日一日を楽しみながら独自の境地を切
り開いて行くリーダーとして育っていってほしいと願っています。私は真ん中
に芯があって、周りに木（気）を使う「エンピツ人間」でかつ「cool head 
but warm heart」（経済学者マーシャルの言葉）が日本人リーダーの理想
像ではないかと思っています。 （要約文責宮下）

・私も福岡で勤務していた時にはロータリークラブに入っ
ておりましたので、本日は肩の凝らない話を国際記者の
経験から日本人が国際社会で生きていくためのリーダー
論としてお話ししたいと思います。

・その1　発信力（日本の通知表は D：もっと努力が必要）
　　毎年 1 月に世界賢人会議（ダボス会議）がスイスで開

かれますが、私も12 年間メンバーで、緒方貞子さんなど
とも協力していました。こういう国際会議では「インド人
を黙らせて、日本人を喋らせれば成功だ」と言われています。国際会議で「持
ち時間 5 分」でお話をお願いすると、インド人は 30 分も喋り続け、中国人
は 1 時間以上会議が終わるまでも喋り続けますが、日本人はほぼ 5 分を守っ
てくれます。ダボス会議で、ある時人権活動家が中国の海賊版 CD 問題を
取り上げ、「中国は野放しでけしからん」と大気炎を上げたのですが、中国
人の元仏大使の代表者は、落ち着いた英語で「中国は羅針盤、火薬、紙を
発明し、今文明国はすべて無料で大利用しているではないか」と反論して
喝采を博していました。このときも日本人は「３S」（笑い　Smile、居眠り　
Sleep、沈黙　Silence）を守ったと言われました。しかし、世界では「沈黙
は金」は通用しません。誰にも弟子入りしないで、独自の剣風を作り上げた
宮本武蔵に学び、言うべきことは言う起業家精神を発揮してほしいと思いま
す。日本人は会議でもなかなか「No」と言えないのですが、「I don’t think 
so」で始めれば俄然注目を集めることができるのです。

・その 2　ユーモア（日本の通知表は F：落第）
　　日本人は人前で酸欠でコチコチになってしまう人が多いのですが、海外で

は「5 分間喋って笑いが一つも取れないと失敗だ」と言われています。レー

グローバル時代のリーダーとは

国際医療福祉大学大学院特任教授 
前朝日新聞社代表取締役 木村  伊量 様

いイメージを盛り込んでいきたいと思います。
（福元智子奉仕プロジェクト委員長から一言ご挨拶）
　今年奉仕プロジェクト委員長となりました福元です。
• すでに「画廊巡り」についてはお知らせをお配りしてあると思いま

すが、今週 7 月 7 日（金）午前中に実施予定となっております。
• 夏休みの自然体験ツアーは、今年度は 8 月 12 日（土）13 日（日）

の 2 日間とし、御殿場の YMCA キャンプ場で総勢 24 名の参加
を得て行う予定です。参加児童は小学校低学年が多いので参加
会員も体力が必要になりますが、今週一杯協力会員を募っていま
すのでよろしくお願い致します。 （要約文責　宮下）

にこにこ合計 35,000 円／今期累計 67,000 円

6月26日（月）ファイヤーサイドミーティングの写真取材の
ご協力ありがとうございます。  

秋葉会長、一年間体調を管理して楽しく頑張って下さ
い。
6月の例会には、秋葉会長はじめ皆様多数のご出席を
頂きましてありがとうございました。当日、ごあいさつ
も出来ず大変失礼致しました。これからもよろしくお
願い申し上げます。
本日の卓話に元朝日新聞の社長をされていらした木村
様にお越し頂きました。ありがとうございます。又、個
人的にプラチナエイジ賞を頂き、光栄に思っております。
暑い日が続いておりますが元気一杯頑張って参ります。木
村様、本日の卓話よろしくお願い申し上げます。
泰明小学校の画廊巡り、無事に終わりました。有難うござ
います。小沼さん、日本橋おかみさん会お疲れ様でした。
全国おかみさんサミットin東京、小池都知事お招きして大成
功でした。ロータリーの仲間達にたくさん応援して頂き感謝
です！　もうひとつ、スバラシイお知らせが、秋葉良子会
長が、なんとプラチナエイジ賞企業家部門を受賞しました！
秋葉さんの新年度もよろしくお願い致します。
今年度も恒例の銀座画廊めぐり参加させて頂き小学 
3年生の若さを頂いてきましたよ！
久しぶりの参加です。本日の卓話の木村先生に感謝
致しまして。

佐 藤　 敬 様 
（ロータリーの友� �
写真取材カメラマン）
嶋 村 文男様
（東京東江戸川ＲＣ）
小川健三会長 
（東京中央ＲＣ）�
�

秋葉良子会長 
 

富田洋平幹 事 

野 呂洋 子直前
会長 

小沼百合子会員 
 
 

田中結 加会員

辻喜代子会員

 
松浦裕子会員

出席率 71.74％ （出席者31名＋メーキャップ2名／正会員49名－休会3名）

例会報告  第 668 回   2017 年 7月10日（月）


