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入会式　三木慶子新会員（秋葉良子会長推薦）
【紹�介�秋葉会長】11月の石破代議士特別例会に大阪から
出席下さり、私と共に帝国ホテルに宿泊されいろい
ろお話ししたところ、「大阪から仕事でよく上京する
ので秋葉さんのクラブに入会したい」とのお話があ
り、とんとん拍子にまとまりました。素晴らしい行
動力の新会員をお迎えしてとてもうれしく思います。

【ご�本人挨拶】私は大阪で土木工事の会社を経営していますが、仕事でよく上
京しますのでお仲間に入れていただきとてもうれしく思っております。よ
ろしくお願い致します。

幹事報告（石原会員代行）
・�本日の配布物は、週報，1月理事会議事録，新しい会員名簿です。
・�本日各テーブルに配布した3月4日ポリオ撲滅ダンシングコンサート（田園
調布RCなど主催）に、理事会承認を受け当クラブも協力することになりま
した（1月19日から21日までメール持廻り承認）。
　�　当クラブは昨年クリスマス例会で好評のダンシングチームが、AKB48「恋
するフォーチュンクッキー」を踊るプログラムを準備中です。踊れる会員は
参加協力をよろしくお願い致します。

増強に関する表彰
　地区ガバナー発行の会員増強の感謝状が、秋葉
良子会長及び小林真由美会員に交付されました
（野呂直前会長による代理交付）。

卓話「日本がエネルギーの90％を依存する中東で今起きていること」� �
　　　ITエンジニアリング研究所　代表取締役　岩浅�紀久�様

出身：兵庫県養父市十二所（但馬－兵庫県北部の古称）
高校：兵庫県立八鹿高等学校　普通科　1957年入学
大学：大阪工業大学　電子工学科　1960年入学
　　　　東京工業大学（院）電子工学専攻�
　　　　1967年IBM勤務中に入学
　職歴：日本IBM/1964年入社
　　　　�システムズエンジニア、開発エンジニア、営業、�

研修、研修企画、経営企画　他
　　　　日本フィリップス/1995年　情報システム部長
　　　　本社フィリップス/1997年　ジェネラルマネージャー
　　　　フィリップス・メディカル社/2003年（2005年退職）
現在：ITエンジニアリング研究所　代表取締役
　　　　�システム設計のベンチャー企業。2003年フィリップス在職中に設立
　　　　㈱プロモーションセンター　社外取締役　
　　　　NPO法人ビジネス・キャリヤー協会（略称：BCA）理事　
　　　　�JICA専門員（兼任）2008年　パレスチナ中小企業支援プロジェクト担

当
　　　　ジェリコに工業団地を設計、建設中
大学関係：�東京大学（院）東洋文化研究所　パレスチナ研究会員　2010年より
　　　　　　京都大学（院）地域研究会　研究員　2013年より
NGO・NPO：NGO法人�JVC�（日本国際ボランティアセンター）�会員
　　　　　　NPO法人�PCC�（パレスチナ子供キャンペーン）�運営会員
教会関係：日本聖公会　東京聖マリア教会　代議員
　　　　　　東京教区　聖職養成委員

・�「パレスチナ自治区」とは、パレスチナのイスラエル占領地域のうちヨルダン
川西岸地区とエジプトに接するガザ地区を合わせた地域を指します。
��パレスチナ解放機構PLOが母体となって設立されたパレスチナ自治政府が暫
定的に行政を担当しています。この地帯全体は第二次世界大戦前は国際連盟イ
ギリス委任統治領でした。大戦後アメリカが主導して国際連合でユダヤ人国家
とパレスチナ人国家に分けるパレスチナ分割決議が採択され、ユダヤ人の国と
して1948年にイスラエルが建国され、反発するアラブ国家との間に第一次中
東戦争が勃発しましたが、2週間で国連の仲介で停戦が成立し、その時点のイ
スラエル占領地域内にパレスチナ自治区が作られ、イスラエル領とされた地域
居住のアラブ人が移住させられたのです。

・�「オスロ合意」
��その後1956年第二次中東戦争、1967年第三次中東戦争、1973年第四次中東戦
争を通じてイスラエルはアラブ諸国に勝ち続けて、占領地域は順次拡大して
いったのですが、1993年ノルウェイ政府が仲介して成立した「オスロ合意」に
より、5年を掛けてイスラエルが占領地域から一部撤去してPLOが1988年に設
立した「パレスチナ」を国家として承認し、アラブ側もイスラエルを国家とし
て承認することが合意されました。ところが1995年、イスラエル側代表だった

ラビン首相がユダヤ強硬派に暗殺され、新首相となったシャロンは就任演説で
オスロ合意を公然と批難し、再びアラブとイスラエルの紛争が激化しました。
��イスラエルは、その後パレスチナ自治区の縮小化を進め、2002年にはテロリ
ストの侵入を防ぐため高さ4ｍの分離壁でパレスチナ自治区全体を囲う工事を
始めました。

・�検問による阻害
��イスラエルは、分離壁周辺に検問所をいくつも作り、パレスチナ自治区内外の
トラック等の出入りの際すべての荷物を降ろさせて武器のチェックを行い、次
の検問所でも1から荷降ろしをさせる体制をとっているのでパレスチナ自治区
の物流と経済は発展を阻害されています。

・�日本のODA支援
��私は日本のODAによるパレスチナ支援が役に立っているか調べたことがあり
ますが、結論として役に立っているとの感触を得ました。
��日本のODA（政府開発援助、Official�Development�Assistance）には、
　　①幹線道路の橋梁建設
　　②民間用空港建設（現在はイスラエルが占領して軍事基地化）
　　③パレスチナ自治政府オフィスビル建設
　　などがあります。
��自治政府オフィスビルは今は戦闘で破壊されたままなので、私が外務省に「破
壊されたビルを放置したままでいいのか」と質問したところ、外務省は「すで
にODAは終了して、ビルはパレスチナ自治政府のものなのです」と回答して
きましたが、私は日本の納税者としては納得できません。
��イギリス、オランダ、ドイツなどは追加支援で直しており、放置しているのは
日本くらいです。

・�中小企業のための工業団地開発支援
��私が一級建築士として設計した工業団地開発計画がJICAプロジェクトとして
採用され、ソーラーパネルだけで電力を賄い、給水はすべて地下850ｍから汲
み上げる井戸と再利用水により賄い、現在85社が入居しており、新規雇用が
7000人から7500人生れています。1家族5，6人なので、4万人以上は生きてい
ける基盤となって、パレスチナ経済の底上げに寄与できています。

・�エルサレムの首都承認問題
��最近アメリカのトランプ大統領が、エルサレムをイスラエルの首都にすることを
承認すると発言して国際的に物議を醸しています。イスラエルは建国時に一方的
にエルサレムを首都と宣言しましたが、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教共通
の聖地なので国連はこれを認めず国連の永久信託統治とすると決議しています。

・�アフガン起源問題
��1979年、ソ連軍が共産主義政権を支援するため、アフガニスタンに進攻し、
イスラム神学校生徒が中心になって反対闘争を行い、米軍が武器や装備を支援
しましたが、彼らが十数年を経て「タリバン」となり、政権を擁立してイスラ
ム戒律を守り、反帝武装勢力に訓練基地を提供するに至ります。
��又、反共産主義政権闘争の勢力にタルヒード聖戦軍団という組織があり、これ
にもアメリカは武器などを支援していましたが、このグループはその後勢力を
拡大して「アルカイダ」と改名し、2001年のアメリカ同時多発テロ事件を起
こすに至ります。

・�イラク戦争
��2003年アメリカは大量破壊兵器保有を根拠に国連決議なしに多国籍軍により
イラクに侵攻しイラク戦争を開始しましたが、日本の自衛隊（陸自、空自、海
自）も参加し、米軍等への物資輸送支援などを含むいろいろなイラク支援にあ
たりました。
��アメリカの支援を受けて成立したマリキ政権はフセイン政権関係者1000人以
上を処刑し、米軍は反マリキ政権の活動拠点を爆撃し弾圧しました。
��この反政府活動派の一部がのちに「IS」を建国したのです。イスラム教徒が連
帯して新しい国家を作るとするISの現在の支配地域はシリアの東部と西部の
各3分の1、合計約20万6000㎢と見られています（日本の本州から青森と岩手
を除いた広さ）。

・�中東はどの立場に立つかで問題の評価が変わってきます。今、私はアラブの立場
から話しましたが、アメリカの立場で見れば中東問題は又違って見えるのです。

・�「世界報道自由度ランキング」が世界報道機関会議などで発表されていますが、
日本は2015年に57位にランクされ、その後別のランキングでは71位に低下し
ています。私は常識ある世論を形作っていき、長い目で世界の戦争を抑止する
仕組みを育てていくべきではないかと思っています。

・�本日いただいた卓話謝礼は、パレスチナの難民キャンプの子どもたちの食料援
助に使わせて頂きます。� （要約文責　宮下）

にこにこ合計5,000円 /今期累計538,180円

秋葉良子会長� 今日から新会員の三木様が入られます。皆様どうぞ
宜しくお願い致します。

小池富美子会員� 本日とてもお寒い中、例会参加ありがとうございます。
活気あふれる例会がとても楽しくお若い会員様が増
えて嬉しく思っています。

辻喜代子会員� 今年7年目を迎える東北大震災。まだまだ瓦が散乱
し、護岸堤防工事も未完成でさみしいですね…。�
石巻の知人より伺いました。

出席率 58.49% （出席者24名＋メーキャップ7名／正会員56名-休会3名）

例会報告  第689回  2018年1月22日（月）

卓話　　音楽評論家　作詞家　湯川 れい子 様

本日の例会  第691回  2018年2月5日（月）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
編 集 担 当

会長報告（副会長石原忠始会長代行）
秋葉良子会長が膝を痛めたので急遽欠席となり、会長からのメール
で本日は私が会長を代行することになりました。

幹事報告（富田洋平幹事）
　2月5日（月）は理事会がありますので、理事の皆様よろしくお願い
致します。

1月のハッピーバースデイ
　湯浅保有美会員（14日生れ）

会員増強賞バッヂ授与（富田洋平幹事）
　猿渡昌盛地区ガバナーから富田洋平幹事に会員増強賞バッヂが発
行され、本日石原忠始会長代行から授与されました。

新会員セミナー報告（RLIディスカッションリーダー　辻喜代子会員）
・�1月19日にRLI第5回委員会が開かれ、今後のRLIセミナーの予定
などについて協議しました。従来活動歴の古い方を対象と考えてい
ましたが、今後は若い新会員の方にも参加して頂く方針となりまし
た。新しい会員が参加することで、セミナーも活性化し、参加者のロー
タリーへの理解も深められれば素晴らしいことになります。

・�1月29日（月）地区主催の新会員セミナーが開かれます。当クラ
ブにも新会員がたくさん入って、今回の参加者は井関会員、大澤
会員、川上会員、清水会員、福元会員の5名です。楽しく理解も深
まるセミナーです。次回は今回参加できなかった新会員のご参加
をお待ちしています。

ダイビングツアーのご案内（東京中央RC�八幡恵介ダイビング同好会会長）
　2月6日から9日まで宮古島ツアー、11月2日から5日まで石垣島ツ
アーを予定しています。貴クラブの黒岩会員もよくご参加いただい
ていますので、皆さん参加をよろしくお願い致します。

ポリオ撲滅コンサートのご案内（田園調布RC　冨倉進様）
・�3月4日に銀座ケントスでポリオ撲滅コンサートを予定しています。
5000人の子ども達にワクチンを接種できる規模にするため頑張っ
ています。貴クラブのギリギリガールズの皆様に冒頭のウェルカ
ムダンスを協賛いただいていますので、皆様是非参加下さい。

・�昨年のケニアナイトが大きな成功を収められたのも貴クラブのご
尽力のおかげで、特に石原さん・黒岩さんには大変お世話になり
ましてありがとうございました。

米山奨学委員会報告（小池富美子委員長）
　先週木曜日に米山委員会があり、今年度の概要の説明がありまし
た。米山委員会は在日留学生に対する援助を行っていますが、最近
中国と韓国の留学生に対する支援が「多すぎる」との声があるそう
です。委員会としては公正に日本を理解してもらうために選抜して
いますが、この両国は留学生の数自体が多いことも見逃せません。
中国で反日デモが吹き荒れた時期に攻撃された日本企業を中国人の
弁護士が誰も助けない中、米山留学生だった弁護士1人が日本企業支
援のために頑張ってくれたそうです。米山委員会としてはこれから
も日本と母国との懸け橋となってくれる留学生を長い目で見ながら、
市民レベルで支援をしていく所存です。今後ともご寄付の継続をよ
ろしくお願い致します。

卓話　�
PIERRE�HERME�PARIS�JAPON株式会社�代表取締役
　� リシャール・ルデュ（Richard�Ledu）様

「スイーツと芸術、食感、感覚、喜びの世界」

・「ピエール・エルメ・パリ」は世界を代表するパティスリーブランドです。他の
追随を許さないそのクリエイティビティと事業変革への努力により、現在では、
パリ、日本だけでなくアジアにも拠点を置き、躍進を続けています。

・アジアの代表である私は、世界の第一号店となるホテルニューオータニの一角
に小さなブティックをオープンさせることからスタートし、近年では、分野を
超えた様々な企業やアーティストとの信頼関係に基づいた長期的なコラボレー
ションにより、ピエールエルメブランドを“次世代のパティスリー”としての確
固たる地位を築きあげました。

　私は、会社経営者でもありクリエイティブディレクターですが、同時に世界各
地の一流ホテル、サロン・ド・テ、レストラン、菓子店等において、27年間の
経験を持つ料理人でもあります。

・また、2011年からは、慈恵医大や東大病院などをはじめ、認定NPO法人「難病
のこども支援全国ネットワーク」と共に、サンタクロースに扮して小児病棟訪
問し、難病で戦うこども達に笑顔を届ける活動もしています。

（職歴）
・1992年8月～同年10月
　菓子店「パティスリー・ラ・リュッシュ・トリアノン」（フランス、クレルモンフェ
ラン市）

　菓子・飴類担当副シェフ。
・1992年10月～1993年7月
　パリの兵役期間中において、将校向けケータリング（食事サービス）担当。
・1993年8月～1995年10月
　レストラン「ピエール・ガニェール」（フランス、サンテチエンヌ市）副シェフ。
　同レストランは、ガイドブック『ゴー・ミヨ』から20点満点中19点の評価を受け、
『ミシュラン』からは三ツ星を獲得。

・1995年11月～1996年12月
　菓子店「パティスリー・フォション」（フランス・パリ市）副シェフ。
　ピエール・エルメの元、デニッシュペーストリー全般を担当。この間、ダイワ
ロイヤルホテルズのペーストリーツアーでピエール・ガニェールの日本アシス
タントを務める一方、パリの菓子店「ルノートル」においてピエール・ガニェー
ルとともに料理実演。

・1997年1月
　オーストラリア、シドニー市で開催された『国際ケータリング見本市』に際し、
ケータリング担当シェフとして“フランスのノウハウ”の紹介・実演に参加。

・1997年2月～同年12月
　「ラデュレ」（パリ市シャンゼリゼ）のレストランとサロン・ド・テのペーストリー
シェフとして、店舗オープニングと3冊のペーストリー書籍出版を担当。この間、
ニューヨークにおいて2ヵ月間にわたり、ピエール・エルメの“ノウハウ”を紹介・
実演する一方、日本において3ヵ月間にわたり同様の実演を担当。

・1997年12月～2000年2月
　「ホテルニューオータニ」（東京都千代田区）のペーストリーシェフとして、ピエー
ル・エルメの監修のもと、結婚式、セレモニー、イベントなどに係わる新商品
ラインの生産、品質管理、及び開発を担当。

・2000年5月～2004年3月
　日本における≪ピエール・エルメ・パリ≫事業のエグゼクティブシェフとして、
「イクスピアリ」（千葉県浦安市）のサロン・ド・テ、及び「ホテルニューオー
タニ」内の店舗運営を監督しつつ、日本ビジネスに向けた製品開発、プラダやシャ
ネルなど各種高級ブランド向けケータリング、及びレストランの開店ビジネス
にも注力。

・2004年4月～2009年7月
　日本における≪ピエール・エルメ・パリ≫事業の代表者として、フランチャイ
ズビジネス（8店舗展開）、ライセンス事業（NECの携帯電話やバンダイの玩具
など）、150名のスタッフの管理・採用・研修、マーケティング、及び報道関係
など幅広く担当。

・2009年8月～現在
　日本法人、「PH�PARIS株式会社」設立。代表者として、ブランド管理・発展に
尽力する。2010年3月に代表取締役社長に就任、国内とアジア地域統括担当役
員を兼任。

　オンラインショッピングを立ち上げ、ホテルや店舗事業コンサルタントとして
活動の場を広げていく。

・異業種（航空、車両、ホテル等）とのコラボレーションを多数実現
　2012年香港事務所設立。
　2013年7月には韓国にライセンスパートナーを置き事業展開。
　2015年5月には片岡物産株式会社と業務提携を締結。
　2017年現在、国内に12店舗とG6にCafé�Dior�by�Pierre�Hermé（サロン・ド・テ）
を展開、年内に2店舗、2018年以降に3店舗開設予定。

・取得資格（職業適性証書）
　1991年　フランス料理人資格
　1992年　菓子職人資格（菓子・チョコレート・アイスクリーム）
　1994年　チョコレート職人資格
　1996年　パン職人資格� （ご本人資料）

第6回貧困の連鎖対策研究会報告（副委員長後藤啓二会員）
　私は地区内で立ち上げられた表題の研究会に副委員長として協力
しています。
　今のところ、この研究会でNPO法人設立と継続的事業化の計画が
ありますが、具体的にどのようにすすめていくかはこれから皆さん
と検討していくことになっています。

にこにこ合計26,000円 /今期累計564,180円

冨
（田園調布R C）

倉 進 様� いつもお世話になります。� �

阿
（東京中央R C）
部 弘 泰 様� Make�upに参りました。宜しくおねがい致します。� �

野
（東京中央R C）
原 勝 敏 様� 先週志賀高原に行きましたが、連日20～30㎝の雪が

降りたいへんでした。
八
（東京中央R C）
幡 恵 介 様� 東京中央RCのダイビング同好会のご案内にまいりま

した。
大盛敬子会員� 本日はゲストの佐藤様が来られてうれしいです。皆様

宜しくお願い致します。
後藤啓二会員� いつもありがとうございます。
辻喜代子会員� 本年の恵方は「南南東より」少しだけ右を向いて食べ

るとよろしいようです。
並木咲樹会員� 今年初めての出席となります。新年早々骨折したりと

良い事有りませんのでニコニコします。

出席率 64.15% （出席者27名＋メーキャップ7名／正会員56名-休会3名）
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