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2019―2020年度　国際ロータリーテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
http://blog.livedoor.jp/chuoshin/

卓話　「ブロックチェーン～多様な形態を目指して」
	 　株式会社ホットリンク
	 　代表取締役　内山　幸樹	様

幹事報告（清宮普美代幹事）
・�配布物は週報とバギオだよりです。
・�本日例会の前に隣の部屋で神主様にクラブと会員の安
寧をご祈祷頂きました。

・�本日例会後に初めてのクラブ協議会が開かれますので、
各委員長は報告をよろしくお願い致します。

・�入会5年未満の会員に、地区主催のオリエンテーション
（9月25日）のお誘いがありました。
・�今期初のファイヤーサイドミーティングが8月2日（金）に
開かれますので、皆様予定を繰り合わせご出席下さい。

パリメーキャップ報告（佐藤幸子会員）
先日パリへ仕事で参りました際、パリの3つのRCにメー
キャップに伺いました。1つは歴史的な建物で大戦中ド
イツ占領軍本部が置かれ、「パリは燃えているか？」の
舞台にもなったホテル（LE�MEURICE）が例会場のパ
リRCで、バナー交換を頂きました。�
　「当クラブは女性が8割です」というと素敵な男性会
員に「是非メーキャップに行きたい」とおっしゃっていた
だきました。
　2つめはパリ�アライアンスRCで30人程度の小さなク
ラブで、ここでも大変良くして頂き、バナー交換も致し
ました。
　3つめのシャンゼリゼ通りのフーケが例会場のRCは、
去年の火事でまだ再開されていませんでした。

「クラブを訪ねて」報告	
（高崎RC	2017年度会長　関口俊介様）
こんにちは！�2840地区の高崎RCから参りました関口
です。貴クラブの秋葉会長と同じ時期当クラブで会長を
務めていました。当クラブは2017年8月のロータリーの
友の「クラブを訪ねて」欄で「例会を面白くして、会員
115人に」と紹介されました。
　その後再度当クラブは取材を受けましたのでそろそろ
ロータリーの友に掲載される筈です。皆様お楽しみに！

祝い事報告（清宮普美代幹事）
今季初のおめでたいお祝い事は、高橋肇会員がご結婚
に至ったことで、当クラブからお祝い品をお渡しいたし
ました。

（高橋会員の弁）
ありがとうございます。本年1月1日に入籍しました。結
婚式を8月に予定していたのですが、1月末に妻の妊娠
が判明し、お腹が大きいのにドレスは着たくないとの妻
の意向で、10月予定の出産後に再度式を計画すること
となりました。

配布物説明（黒岩友美会員）
徳永会員のふるさとチョイスの冊子をBOXにお配りしま
した。地域がよくなることに自分の意思で税金を使うこ
とができます。

クラブ協議会報告
本日の例会終了後、本年度第1回のクラブ協議会があり、
各委員長から今期の方針について所感が述べられ（テキ
ストを読み上げるのではなく自然の語りで各2分）、その
後それぞれについて質疑応答があり、14時30分に無事
終了いたしました。

イニシエーションスピーチ

　　　　　　　　　　				山下　江　会員
出　身� 1952年4月11日生　広島県�
� 能見島（江田島市大柿町）出身。江田島市は牡蠣生産量、日

本一。�
� 能見島の中心…パワーのある集落（今考えると判明した事実）
� 　学力　�100ｍ周辺の昔からの約20世帯のうち4世帯が東

大へ。（京大、阪大、早稲田、慶応なども。）�
� 　　　　うち一人、瀬尾弘吉（元衆議院議長）東大法首席
� 　体力　�オリンピック陸上出場　伯父（山下正、1940年代。

戦死）、河石達吾（1932．ロスオリンピックで100ｍ
自由形銀）

� 　文化　映画美術監督　部谷京子
� 　　　　�シャルウィーダンス　それでもぼくはやっていないな

ど多数。日本アカデミー賞最優美術賞など
� …�1587年　村上海賊最強の「能島村上」一族が因島近辺か

ら能見島方面に集団移動。＊本屋大賞「村上海賊の娘」の
父・村上武吉（能島村上）「海賊」の血（パワーと自由な精神）
が脈 と々流れているのではという気がしている。

家　族� �妻、長女（大4、花）、次女（中3、バンクーバー留学中、咲）
小学校� 大君小学校（江田島市大柿町）
� �海の横。ホームランはボールが海に飛ぶことも。� �

だいたいオール5。ときどき音楽が4。コンプレックス。�
中学高校� �私立修道中学・高校　元浅野藩の藩校。2025年に創立400年。
� 修道院とは無関係。修道は儒教のことば。� �

「自由だが責任をとれ」という自由な校風。男子校。� �
本「男たちの修道」・・政治・経済その他あらゆる分野に人
材輩出。� �
亀井静香、斉藤鉄夫など。佃和夫（元三菱重工社長）、林有
厚（元東京ドーム社長）など。� �
法曹界では、無罪請負人と言われている弘中淳一郎弁護士、
足利事件無罪の佐藤博弁護士など有名。� �
中1から高2までの5年間。片道2時間強の船通学。� �
楽しかった船通学・・� �
中高6年間とおして、成績は首位。（東大には毎年10数人合格）�

2023年に実施するプランなどがあります。
・ �宇宙旅行は、15年前から受付が始められており、
すでに10万人が予約して、私も2012年に契約済です。
各社は2019年中に商業運行を開始したいと表明し
ています。
　現在、日本のクラブツーリズム・スペースツアーズ
という会社がヴァージン・ギャラクティック社と民間
宇宙旅行の販売について独占契約を結んで、25万ド
ルで日本でも受付中です。
　現在アメリカでは、10ヵ所以上の宇宙船発着場が
整備済で、イギリス・イタリア・マレーシア・スウェー
デン・シンガポール・サウジアラビア・ドバイなどに
も宇宙基地が作られています。

・�2017年9月30日のNHKニュースで、1000人乗りで、
地球の大陸間を30分で移動する宇宙船が発表され
たと報道されました。
　宇宙空間を飛行すれば、空気がないので摩擦が
なく、乱気流も天気の荒れもなく、時速2万7000キ
ロで飛べるのです。

・�月の土地が買える。
2000年前後から月の土地の売買が始まっています。
夢ともいえる話ですが、当社では1区画2400坪をす
でに200人のお客様に売りました。
　月の土地は会社名義で購入し、名刺に住所を入れ
た支店を組込めば、無限のアイデアで事業を展開で
きます。当社の月面シティ開拓計画に賛同いただい
た皆様と、2ヵ月に1度月面市民会議を開いています。�

・�当社の本社オフィスは、明治時代の蔵の中を半分に
仕切り、一部屋がオフィスで、もう一部屋は宇宙船
運用管制センターとしてあります。有料の見学会も
やっています。政府補助金をもらって宇宙船訓練シ
ミュレーターも作り、宇宙船の女性キャビンアテンダ
ントも養成中です。
　私は無料で宇宙事業顧問サービスも500社以上
やっています。原則として仕事はしませんが、有料で
業務を行うこともあります。
　私が顧問になると、会社は「うちの顧問が宇宙に
行った。」と言えるのです。�

� （要約文責　宮下）

・ �著書「宇宙主夫日記」（小学館）、「宇宙家族ヤマザキ」
（祥伝社）
監修「ロケット王子」（ASTRAX�BOOKS）、「宇宙時代
の子育て�母さん佳く愛して�～セルアファのすすめ～」

・ �宇宙旅行は、世界ですでに10万人が契約済で順番
待ち中です。日本では国家事業として「宇宙」が運
営されており、厳しい訓練をしてやっと宇宙飛行士
になるとされていますが、世界の流れに30年遅れて
います。世界ではすでに普通の民間人が宇宙に行け
る時代になっているのです。

・ �今、映像でお見せしているのは、1998年から13年
かかって日本を含む世界15ヵ国が協力して作り上げ
た国際宇宙ステーションです。アメリカのヒュースト
ンのケネディ宇宙センターが管理しています。私はこ
のプロジェクトの最初の7年間に参加し、その後
2004年に引退して、民間宇宙飛行士として活動して
きました。税金と国家予算で飛ぶ宇宙飛行士と違
い、民間宇宙飛行士は自ら費用を払って飛ぶのです。�

・ �宇宙飛行士の訓練として、無重力訓練・加重トレー
ニング・アクロバット飛行訓練などが行われると宣伝
されていますが、普段そのような訓練はやっていま
せん。日本の国家事業としてすすめるためのイメー
ジ戦略として宣伝されているのです。世界では0歳
から100歳までの人が契約して宇宙へ行ける時代に
なっています。

・�ジェット戦闘機飛行訓練（チェコ製L39複座戦闘機）
も、普通の人がオランダで受けることができます。
誰でも「トップガン」になれます。戦闘機は二人乗
りで、アマチュアは後部席に乗り込み、前部席のプ
ロが離着陸の難しいところはすべてやってくれます。
飛行時間30分間、80万円のコースとして当社で取
扱っています。

・ �無重力体験飛行は、今は名古屋小牧空港から出て
太平洋上で下から上へ飛び上がり、高度7500ｍから
1万ｍの頂点で1回30秒間ほどの急上昇・急下降に
よる無重力体験を10回程実施する飛行時間約1時
間半のフライトです。貴クラブの辻会員の息子さんも
なんでも鑑定団の北原さんも体験しています。

・�当社は宇宙旅行サービスのトータルコーディネーター
もしています。
　Amazon創業者のベゾス氏立上げのBlue�Origin
社のNew�Shepard号というロケットの先端に付けた
カプセルによるプラン、ヴァージングループのVirgin�
Galactic社の母艦となるスペースシップWhite�
Knight�Two（2機の大型航空機）から両機の真ん
中に載せたUSS�Unityを高度14キロで切り離しその
後USS�Unityが単独で地上から100キロ超の宇宙
空間まで飛行して戻ってくるプラン、電気自動車の会
社テスラのイーロンマスク氏が立上げたSpaceX社の
宇宙船で月の裏側を周回して帰還する宇宙旅行を

坂 口 紘 平 様� 本日はメークアップさせて頂きありがとうご
ざいます。

大盛敬子 会員� いよいよ梅雨あけです。これから熱中症
に気をつけたいと思います。

辻喜代子 会員� 本日卓話は山崎大地氏をお迎えして、宇
宙に目をむけてお楽しみ下さい。

（東京赤坂RC）

にこにこ合計6,000円 /今期累計71,000円

例会報告  第747回　2019年7月22日（月）
出席者36名+メーキャップ2名
（正会員60名-休会6名）

出席率 70.37%

本日の例会  第749回　2019年8月5日（月）
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バナー交換報告（チェコ共和国	2240地区パストガバ
ナー	ズデネック	ハハーレック様、	通訳：海渡会員）
今朝チェコからフライトで東京に到着
して、タクシーで走って来ました。日
本でロータリークラブに出られて光
栄です。日本とチェコが文化でもビ
ジネスでも交流することで希望が生まれます。チェコ
が共産主義政権から民主主義政権に変わって、又ロー
タリー活動を再開できてとてもうれしく思っています。
チェコのプラハを旅行の際は是非私のクラブにメー
キャップして下さい。バナー交換ありがとうございます。

株式会社ASTRAX		代表取締役	
／民間宇宙飛行士

山崎	大地	様
【プロフィール】�
・経歴�
1972年�神奈川県鎌倉市生まれ。
1997年��東海大学工学部航空宇宙学科卒業。国際

宇宙ステーション（ISS）の運用管制官とし
てISSの開発及び建設に従事。

2005年��有限会社国際宇宙サービス社設立、代表
取締役に就任。

2006年�宇宙飛行事業開始。
2007年�月面シティ開拓事業開始。
2012年�無重力飛行事業開始。
2016年��株式会社ASTRAX設立、代表取締役に就任。
2017年��ASTRAX　ACADEMY設立、国連世界

宇宙週間ナショナルコーディネーターに就
任、米国宇宙学会日本支部長に就任。

・�早ければ2019年にヴァージン・ギャラクティック社
の宇宙船「ユニティ」に搭乗し、アメリカニューメキ
シコ州のスペースポートアメリカにて宇宙飛行を行う
予定。さらに、ワールドビューエンタープライズ社の
宇宙船「ボイジャー」に搭乗し、アリゾナ州にて宇
宙飛行を行う予定。ブルーオリジン社の宇宙船
「ニューシェパード」搭乗についても準備中。
・�現在は、自らの宇宙飛行の準備を行う傍ら、日本と
アメリカを中心に宇宙旅行時代に向けた新たな民間
宇宙ビジネスの創出や、執筆や講演活動などを行い
つつ、教育機関や企業・自治体向けに最新宇宙ビ
ジネスに関わる講演や授業、男女共同参画関連の
講演、夢の実現テクニックなどについて、自身の経
験を広く伝える活動などを行っている。現在約500
事業者の宇宙事業顧問を行なっている。

会長報告（福元智子会長）
最近日本の京都アニメ事件や海外での無差別テロな
どが多発しており、見えない貧困や違う意見を認め
ない風潮がテロを生んでいるとすれば恐ろしいこと
です。当クラブの児童奉仕である夏のキャンプは25
名の参加予定で、8月2日（金）にお菓子の買い出し
と袋詰め作業の予定です。協力いただける会員はど
うぞご連絡下さい。

幹事報告（清宮普美代幹事）
・�本日チェコのパストガバナーがお見えになる予定でした
が、今のところまだ途中で迷っていらっしゃるようです。
・�当クラブに海外のお客様のメーキャップが増えてお
り、2020年オリンピックも近いので、インターナショ
ナル対応用の白タスキを5本用意しました。本日海
渡会員、上田会員が着けています。

・�8月19日（月）例会にはインドから地区ガバナーご一
行75名のお客様が来られる予定なので、当クラブ会
員も万障を繰り合わせて出席下さい。会場を200名
超収容可能な部屋に変更し、受付など午前11:00am
から予定していますので、当日出席可能な会員は出
席可能時間を各テーブル上の用紙にご記入下さい。

会員増強賞授与報告（野呂洋子会員）
2750地区ガバナーから昨期の会員
増強に対する表彰として野呂洋子会
員に会員増強賞が授与され、福元
智子会長から本日お渡しされました。

京都アニメ支援報告（石川和子会員）
アニメの素晴らしい作品を届けてくれていた京都アニメ
の痛ましい事件は世界中のアニメファンに衝撃を広げ
ています。私が理事長を務めている日本動画協会では
支援活動としてHPに記載されている募金口座への義
援金送金を受け付けています。京都アニメに少しでも
支援して、アニメの世界中の文化交流にご協力下さい。

募金報告（黒岩友美会員）
これから京都アニメ支援の募金箱を各テーブルにお
廻ししますので、ご協力よろしくお願い致します。
（例会終了時報告：本日募金額は32,000円集まりま
した。皆様ご協力ありがとうございました）

校を卒業し、同大学の英文科に入学しましたが、子どもは親の思
うとおりには育たないもので、私は高校でパソコンに出会い、パ
ソコンがプログラミングすればなんでもできる機械であることにセ
ンセーショナルに感動して、英文学から英語学専攻に勝手に転科
して卒論は「機械翻訳」で書きました。�
・�卒業後IBMに入社し、SEとしてお客様担当となりました。趣味
を仕事にでき、問題があると廻りがわっと集まってきて助けてくれ
るので毎日が楽しく過ごせました。
　途中で営業担当に変わりましたが、IBMではいろいろな国のお
客様と協議する機会が多いので、営業の時に役員に「グローバル
なお客様には国をまたがって営業活動をすべき」と話したところ、
IBM「アジアパシフィック」に異動となり、その後も希望して東京
のサプライチェーン営業部隊に異動しました。
・�IBM入社20年目に卒論にもした機械翻訳でも使う自然言語解析
を使ったテキスト・マイニング（大量の文書データから有益な情報
を取り出すこと）の製品と出会い、時を同じくして、IBMの「ワトソ
ン」という同じ要素技術を使ったAIソフトがアメリカの人気クイズ
番組「ジェパディ！」に出てクイズ王を破ったというニュースもあり、
タイミングがよかったので大々的にプロモーションを始めました。
　以上のとおり、私の人生を振り返ると、パソコンにしてもAIに
しても「出会い」によって導かれている点が多々あったとつくづく
感じております。�
・�私の性格はオタク系で、45歳でファイナンシャルプランナーの資格
を取ったり、自動二輪の免許を取ってツーリングをするようになり
ました。
・私の今のテーマは、
①AIを中核としたIT
②NLPとポジティブ心理学
③きものと日本文化
です。�

・きものと日本文化
　私は帰国子女で、海外の目からは日本人ですが、日本人の目か
らは外国人と見られ、アイデンティティクライシスに陥りました。
そんな中で母からきものを譲り受けたことがきっかけとなり、日本
人であることに決め、着物の着付けを勉強するようになりました。�
　私が気に入っている摺り友禅の技法で染めた反物は、77枚の
型紙を使って、重ね合わせて複雑な模様に染め上げたものです
が、その製作過程の刷り込むのに使うブラシを作る職人、型紙を
切り抜く職人、染めるのに使う長い板を作る職人など製作道具を
作る職人たちがいなくなっています。
　きものは日本文化を象徴するものの一つですが、きものが評価
されずに売れないと生産プロセスの川上から川下までのすべての
職人さんに影響が及びます。職人さんがいなくなると二度と今の
品質の反物が出来なくなってしまうことに危機感を感じています。
・�3つのテーマの話に興味がある方、ご連絡お待ちしております。い
ろいろなお話をさせていただければとてもうれしいです。
� （要約文責　宮下）

校技はサッカー。文武両道。� �
ベトナム戦争の激化にともない、ベトナム反戦運動が高まる。

� 高校の制服自由化などの運動も。� �
「東の麻布、西の修道」と言われるくらい、高校紛争激化。��
高2くらいから関心を持ち始め、運動にも参加（周辺だが）。

大　学� �東京大学理科一類� �
1年次から学内では学費値上げ反対、学外ではベトナム戦争
反対運動に参加。→学費値上げ反対バリケードストライキに
参加。� �
3年次。東京大学工学部（船舶工学科）に進学。� �
工学部自治会委員長に。� �
全学連（全日本学生自治会総連合）に参加。書記長を数年
間務める。全国の学生運動を指導。9年間、学生として運動
を続け、自動除籍。� �
30代半ばまで、職業〇〇家として活動。

世の中の変化（中流以上と感じる人の割合が8，9割のデータ。ベトナム
戦争も終わっていた）→別の形で世のため人のために活動したい。
34歳末� �弁護士を志し、司法試験受験勉強を開始。法学部の教授に

習ったことはない。
38歳� �3回目（3年）の最短で合格。合格率1％代合格者500人の

時代。同じことを習えば誰にも負けないという試験への自信
があった。

40歳� �2年間の司法修習の後、東京弁護士会に弁護士登録。関東
法律事務所。

43歳� �平成7年7月11日、広島にて、山下江法律事務所を開設。�
53歳� �平成17年ころ弁護士7名。広島（中四国）最大規模の事務

所に成長。
64歳　　�弁護士法人山下江法律事務所を設立し、支部展開。� �

広島市周辺に、広島本部、呉支部、福山支部、岩国支部（山
口県）の5拠点。

66歳　　�東京虎ノ門オフィス（岡篤志支部長）を開設。東京にも自宅。
この間、ベンチャー企業支援のＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部
（KKC）理事長（現在も）、山口フィナンシャルグループ監査役、瀬戸内
海の環境保全活動を行うＮＰＯ法人さとうみ振興会理事長など歴任。
弁護士業務：相続、企業法務が得意。事務所としては交通事故、離婚

も多い。困難な事案ほど燃える。何とかして助けてあげたいと。�
〈自慢できる事案の一つ〉
　会社の支配権めぐる相続案件で、3，4人の弁護士に依頼を断られた
もの。子どものいない夫婦。社長（夫）が死亡し会社の株式の4分の
3が妻側家へ相続され会社支配権を創業家が失うピンチ。社長の兄弟
（創業家）からの依頼。相続財産の4分の1全部を株式としてもらうとし
ても相続財産全体金額も不足。
→勝率3％だが引き受け関連案件6，7件の後、最後に本体（遺産分割）
で勝利。
趣味：�クルージング、釣りなどマリンスポーツ。クラシック・ロック含め

て音楽全般だが、最近は特にK-POP。ブラックピンク（←少女
時代）。カープ応援。

＊�ブログ「なやみよまるく」を毎日更新中。開始は平成22年2月2日。�
「なやみよまるく」で検索を。5，6年間ずっと全国1位だったが、1
年くらいに前に？？？で、現在2位。FACEBOOKにも転載。�
＊�FMちゅーピー（中国新聞のFMラジオ）で毎週月曜日「なやみよまる
く～江さんの何でも法律相談」（インターネットラジオで全国）、RCC
ラジオで毎月第3水曜日「アリスひろしまファンレディオ」に出演。�→
「こうさん」ないし「こう先生」と呼んでください。

（ご本人レジュメ）

イニシエーションスピーチ

　　　　　　　　　　				山田　桂子　会員
・�自己紹介は7月1日の入会式の時お話ししましたので、今日は最近
の関心事についてお話したいと思います。�
・�私は神戸で育って、父の仕事でアメリカのミネソタとカリフォルニア
に5年住み、その後又神戸へ戻りました。
　父は根っからのメカ好きで、女の子の私に初めて買ってくれた
おもちゃがエンジンのプラモデルでしたので、私も父の講義もあっ
てメカに興味を持つようになりました。
　学校は両親が良妻賢母になれるように選んだ神戸女学院の高

松 浦 裕 子 様� 今日は友人と一緒に参加できてニコニコ
です。

関 口 俊 介 様� 本日はメイクでお世話になります。

秋 葉良子 会員� 今日は群馬からお客様がおみえになりまし
た。入会御希望も可能性としてありますの
で、皆様宜しくお願い致します。

かづきれいこ会員� 9月26日、東京中央ロータリーで卓話しま
す。よかったらいらして下さいませ。

佐藤幸子 会員� パリのロータリーへメーキャップに行ってま
いりました。とてもすてきで感激致しました。

白水 真 子 会員� 皆様　お誕生日のステキなメッセージあり
がとうございます。とても励みになります。

辻喜代子 会員� 社会保障についてしっかり考えてほしいで
すね！

野呂洋 子 会員� 松山の道後ロータリーのメークアップに参
加してきました。バナーを忘れてきちゃった
ので来週お持ちします。

（福岡城南RC）

（高崎RC）

にこにこ合計16,000円 /今期累計65,000円

例会報告  第748回　2019年7月29日（月）
出席者27名+メーキャップ12名
（正会員60名-休会6名）

出席率 72.22%

いよいよ始まる民間宇宙旅行時代卓
話
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