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卓話　「ちびまる子ちゃん」
	 　石川和子会員

会長挨拶（福元智子会長）

幹事報告（清宮普美代幹事）
・�ボックスに、週報を配布いたしました。
・�8月12日（月）祝日のため休会となります。

入会式（城麻里奈新会員）
城麻里奈新会員に福元智子会長から入会証とバッヂが
交付されました。
（自己紹介）
和倉温泉加賀屋で修行の後、2年前
から家業（レストラン外食店経営）を
継ぎ、現在3代目代表をしております。
どうぞよろしくお願いいたします。

お客様ご紹介（上田会員）	

東京中央RCの村上会長ご挨拶

前年度会員増強功労賞授与報告	
（井関会員・中里会員）
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井関和美会員と
中里妃沙子会員にそれぞれ会員増強
賞が授与され、福元智子会長から本
日お渡しされました。

8月お誕生日
清水みほ会員（15日生まれ）

株式会社ホットリンク	代表取締役
内山	幸樹	様

【プロフィール】
1995年　東京大学大学院博士課程在学中
に日本最初期の検索エンジンの開発及び検
索エンジンベンチャーの創業に携わる。
2000年　株式会社ホットリンクを創業2013年東証マザーズ上場
2015年　米国企業を買収し、現在は世界中のSNSデータアク
セス権販売と国内及び中国市場向けにSNSデータを活用した
マーケティング支援を展開
2018年　ブロックチェーン技術を活用した事業への投資・事
業開発を推進。新経済連盟が発足した「多様な性的指向・性
自認の活躍推進プロジェクトチーム」ではリーダーを務めると
共に、多様な家族形成を認める社会の実現を目指す「Famiee
プロジェクト」の発起人となる。
・ �過去、自分の時間のほぼ100％を会社に費やす日々が続きま
したが、上場をきっかけに資金の少しを軽井沢に奉仕して
ファミープロジェクトを始めました。現在の法律上では夫婦・
親子と認められない世界中の夫婦・親子が、家族として当た
り前の権利やサービスを受けられない、という課題を解決す
るために、ブロックチェーン技術を使って家族関係証明書を
発行することで、彼ら彼女らが家族であることを社会的に認
め、また、その証明書を受け入れる企業・団体を増やし、
家族向けのサービスが受け入れられるようにする活動をして
います。

・�日本人の8％がL（レズビアン）G（ゲイ）B（バイセクシャル）
T（トランスジェンダー）の方々である事をご存じですか？�私
はこの方々が差別をされない社会を作りたく活動しています。
3年前、LGBTの方 と々パネルディスカッションをした際、
涙が止まりませんでした。話を聞くと子供の頃から悩み続け、
学生の頃、社会人になって会社の中でも好きな人に告白出来
ない。同性であるゆえ、日本では夫婦として認められていな
い為、最愛の人の手術の同意書にサイン出来ない等知らな
い事ばかりで恥ずかしい思いをしました。夫婦別姓もまだま
だ法律が追いついて来ない。国が認めない課題に対して正
しい社会を一刻も早く作りたい思いです。自治体によっては
渋谷区の様に夫婦を宣誓すると「パートナーシップ」と定義
して「パートナーシップ証明書」を発行する事が出来る様に
なりました。

・�この婚姻の多様化に関し、民間企業も受け入れする事が
始まりました。携帯電話関連会社では、「ソフトバンク、
KDDI、Docomo」住宅ローンの分野では「みずほ銀行、三
井住友信託銀行、第一生命、ひまわり生命、等」航空会社
では「ANA,JAL、トランスオーシャン航空」生保では「アク
サ生命、ライフネット生命、日本生命、第一生命、オリック
ス生命等」です。

・�法律を変えられなくても出来る事を増やす活動に力を注い

　2016年から始めた学校での講演「命の参観日」は2年
強で20校を超えた！口コミだけで全国に広がり、玉城のラ
イフワークとなっている。�
（「命の参観日」講演実績）�
広島市立深川小学校/東京都立川市立第3小学校/兵庫
県　滝川第2中学・高校/和歌山県　九度山中学校/広
島県　女学院大学/奈良市立登美ヶ岡北中学/愛知県江
南市　布袋小学校/北区梅ノ木小学校/宮崎県日南市　
南郷学校/宮崎県延岡市　西階中学校/福島カレッジ郡
山/広島国際大学/熊本　東海大星翔高校/気仙沼市　
唐桑小学校/長野県飯田市　伊賀良小学校/東広島市　
下黒瀬小学校/兵庫大学/兵庫県高砂市　中筋小学校/
愛知県江南市　門弟山小学校/奈良県　田原本中学/高
知高校/徳島市　内町小学校/花園大学/石川　星稜中
学校/西諌早中学校/広島県立大学/日大　三島キャンパ
ス/北諫早中学校
・�私にはもう6人の「孫」がいます。24歳から10年間日本
人・中国人・韓国人等アジア地域の父・母がいない等家
庭に事情のある留学生に対し共同生活しながらの支援
活動「ホストマザー」を続けてきたからです。�
　今でも「命の参観日」として、LINEで2000人近くの
子どもたちの悩み相談を続け、留学生の就職支援も行っ
ています。�

・�執筆活動として、無類の餃子好きを生かして餃子店ガイ
ドブック『餃子女子』を出してベストセラーになっていま
すので、皆様が「玉城ちはる」の名前を見るのはそちら
の方が多いかもしれません。�

・�広島出身なので平和活動にも熱心になり、2009年から
一般社団法人Eachを設立して、広島・長崎を中心に平
和イベントやボランティア活動、広島にいる在留外国人
留学生や障害者達と皆で餃子作りのイベントなどをして
います。�

・�34歳で結婚し、子どもを産んでからも、東南アジアの
留学生たちと一緒に住んで食事も共にしています。挑戦
することで見えるもの、一緒に暮らして共感できること
が増え、文化の違いを認め合えるようになり、異文化コ
ミュニケーションの理解が深まります。�
　うちのホームでは、中国の子がご飯を少しずつ残し続
けるのでついきつく怒ってしまったのですが、その子の
言い分によるとおもてなしが十分で残すくらいたくさん食
べられたということを示すために残すと言うのです。�

・�「優しさ貯金ゲーム」をよくやりますが、これは2人で手
をつないで見つめ合い相手の良い点と直してほしい点を
一つずつ素直に伝えあい、最後にお互いに「ありがとう。
ごめんなさい。大好きです。」と伝えあうことで心を交わ
せるゲームです。とてもシンプルに心を交わせることがで
きるゲームとして、今年は中国の南京でやりましたらすご
い反響で、本日の東京新聞で報道される予定です。今日
インドからのお客様が沢山いらっしゃるので、是非会場
でお互いお隣の方とこのゲームを楽しんで下さい。�
・�実演歌唱（2012年5月発売アルバム「ひだまり」から）�
NHK札幌放送局ラジオ第一・東日本大震災でふるさと
を離れて北海道で暮らす方々へ届ける音楽番組「北海
道まるごとラジオ“ココロウタ”」のテーマ曲“ひだまり”
を切 と々歌い上げ、インドのお客様の心に確かな日本人
の心を届けて頂きました。

� （要約文責　宮下）

終了の点鐘（福元智子会長）
玉城さま。本日はパワフルなお話をありがとうございま
した。�
　「子供は日本の宝」という言葉があります。私達のク
ラブでも10年以上に渡り児童養護施設の子供達との
キャンプやアニメ上映会を主催し、子供達を育み、社会
で育てる、という活動をして参りましたが、今日の玉城
さんのお話をお伺いしていると、「子供は世界の宝」な
のだとつくづく感じました。�
　今日お集まりのいろんなエリア、いろんな世界の皆さ
まと手に手を合わせていけば色々な社会問題が解決で
きることと思います。今日この日がそのようなきっかけと
なれば幸いです。�
　それでは、第750回例会を閉会します。

Thuraipadi	raman	Senthil	kumar様（Chennai�Nolambur�RC）
Senthil	kumar	Abirami様（Chennai�Nolambur�RC）
Srinath	Hari様（Chennai�Upscale�RC）��GOOD�LUCK
Kavita	Srinath様（Chennai�Upscale�RC）��GOOD�LUCK�from�INDIA.
Muruganathan	Ambalavanan様（Madras�Mid-Town�RC）
Agaram	Kasthuri	Seshu	Jaganath様（Madras�North�East�RC）
Deivasigamami	Sureshkumar様（Madras�Pallava�RC）
Rajasekhar	Kalavathy様（Madras�South�RC）
2000L－様��Vincljog
大 槻 哲 也 様� 今日はインド共和国のロータリアンの皆さん

と楽しく例会のひとときを過ごしたいと思い
ます。

中 嶋 創 史 様、新 井 　 聡 様

関 口 俊 介 様� インドのロータリアンとお会いして

青 柳 　 浩 様� 本日初めてメーキャップに参りました。例
会楽しみにしております。

冨 倉 　 進 様� いつもお世話になります。

酒葉乃里子様� I ’m� visiting� with� a� Global� Grant�
Scholarship�student.�He�has�visions�to�
do� projects� in� India.�Our� club�will�
welcome�the�members�of�Tokyo�Chuo�
Shin�RC.�to�great�Lala�in�September.

山 田 聖 子 様� 去年の暮れにブッダガヤ・ガンジス川へと
行きました！�ご縁に感謝して。

三 田 	 清 直前会長 � 盛会を祝ってニコニコします。

増 田 泰 観 様�

長谷川新吾様�

（2750地区パストガバナー
東京中央RC）

（伊勢崎中央RC）

（高崎RC）

（東京山の手RC）

（田園調布RC）

（東京あけぼのRC）

（東京銀座RC）

（東京中央RC）

（秋葉会員ゲスト）

（秋葉会員ゲスト）

にこにこ合計51,990円 /今期累計129,990円

北 崎 	 隆 様� 育成園キャンプに中央大学ローターアクト
有路さん土田さん石井さんが参加させて
頂きますのでよろしくお願いします。

白水 真 子 会員� 先日、イスラエル軍の護身術�クラブマガ体
験入門して来ました。ウォーミングアップで
バテましたが何とか1時間がんばりました。

時枝紀子 会員� 猛暑に負けず中央新RCは、益々パワー
アップ致しましょう。ゴルフ女子の渋野さん
優勝バンザーイ！

野呂洋 子 会員� 本日、ホットリンクの内山さんを卓話にお迎
えしてワクワクしています。どうぞ宜しくお
願いいたします。

（東京中央RC）

にこにこ合計7,000円 /今期累計78,000円

例会報告  第749回　2019年8月5日（月）
出席者27名+メーキャップ7名
（正会員61名-休会6名）

出席率 61.82%

「ブロックチェーン技術による
社会変革
～多様な形態の家族観を認める社会を目指して～」

卓
話

本日の例会  第751回　2019年8月26日（月）
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　また、AIが進む世の中で、10億を超える女性が仕事
の機会を奪われると言われています。�
　そういった社会の課題に関わることは、私たちのよう
なクラブの使命の一つであると考えていますし、今日、
お集りの皆様と手を携えて、解決に向けて努力したい課
題であると考えています。�
　本日は皆さまと楽しくひとときを過ごせたらと思いま
す。どうもありがとうございました！

Hello,�everyone!�Welcome�to�Japan�and�welcome�to�our�
Rotary�Club!�
My�name�is�Tomoko�Fukumoto�and�I�am�President�

of�Tokyo�Chuo�Shin�Rotary�Club.�
I�sometimes�hear�that�the�visitors� from�abroad�are�

expecting�to�see�the�traditional�Japanese�life�style.�
Such� as� people�walking� on� the� street�wearing�

beautiful�kimono.�
However,�unfortunately,� it� is�rare�to�see�the�people�

in�Kimono�in�everyday�life�even�for�us.�
On� the�other�hand,� on� the� special� occasion,�when�

there�is�something�we�would�like�to�celebrate�together,�
we�are�very�very�happy�to�wear�kimono.�
Everyone,�it�is�a�great�honor,�having�the�pleasure�of�

meeting�our�special�guests�from�India�today.�
We�have� the�great� reason�why�our�club�members�

are�wearing�kimono�to�express�the�warm�welcome.�
Our�club�name,� ‘Tokyo�Chuo�Shin’�means� ‘Tokyo’�

‘Central’�and�‘New’�Rotary�Club.�
Talking�about�what�is�new�is�that�the�percentage�of�

female�members�is�about�80%.�
The� fact� that�we�still�need�to� talk�about�gender� is�

not�very�new.�That�may�be�another�issue.�
However,� in�the�Global�points�of�view,�the�reality� is�

that� 130�million� girls� are� deprived� of� educational�
opportunities,�because�they�are�female.�
As�AI� technology�develops,� it� is�said� that�1�billion�

women�will�also�be�taken�away�their�job�opportunities.�
I� think� it� is� one� of� our� important�mission,� to� be�

actively� involved� in�these�social� issues,�and�I�would�be�
pleased� if�we� could�work� together� to� solve� those�
problems�with�everyone�who�participated�today.�
I�hope�we�can�talk�freely�and�you�will�have�a�good�

time�with�us.�
Thank�you�very�much.

（点鐘時挨拶）�
本日は遠いところからお越しいただき、ありがとうござ
いました。�
　今期の私たちのクラブテーマは、「多様な人 と々繋が
り、チームを作ろう！」です。�
　本日インドからこのようにたくさんのロータリアンをお
迎え出来たこと、そしてこれをキッカケに、このようにた
くさんの日本のロータリアンが集えることを本当に嬉しく
思いますし、これを機会に、ご縁を繋げればと思います。�
　また、ご紹介の労を取ってくださった名古屋清洲ロータ
リークラブパスト会長の三輪様にも厚く御礼申し上げます。

特別例会
今回はインド3232地区からロータリアン等102名のメー
クアップを受け、会場を広い孔雀西の間に移しての特別
例会となり、会場にはサリーのインド女性と和服の当ク
ラブ女性会員が華やかに舞う国際ひな祭りのようでした。�
　インドロータリアンご一行様は、この後広島・長崎で
もRCにメークアップをされ、資料館を訪れ、日本を急
ぎ足で廻る7日間の旅に出られるそうです。本日の参加
人数は、インドロータリアンご一行様102名、当クラブ
会員41名、国内ビジター及びゲスト43名の合計186名
の大盛況でした。�
【式次第】�
11:20～12:00� プレミーティング
� 当クラブ活動紹介、バナー交換
12:00～12:30� 各テーブルで日印ロータリアン交流
12:30～13:30� 750回例会

会長報告（福元智子会長）
（プレミーティング時挨拶）�
皆さま！ようこそ日本へ！�そして、私どものクラブによう
こそいらっしゃいました。�
　私は東京中央新ロータリークラブにて、会長を務めま
す福元智子と申します。�
　海外からいらしたお客様から、「日本の伝統的なライ
フスタイルに触れることを楽しみにしてきた」と伺うこと
があります。例えば、街を歩く着物を着た人々が見たい
ということです。�
　ところが、昨今では、私たち日本人でさえも、そのよ
うな光景はなかなか見ることができません。�
　私たちが、着物を着る機会というのは、特別なことに
なりつつあります。例えば、結婚式や何か特別なお祝い
事の時、最大級の喜びを表すためでしたら、私たちは
着物を喜んで着物で集まります。�
　そうです。今日がその「特別な日」なのです。インド
から、私たちのクラブに、かくもたくさんのお客様をお
迎えするということで、私たちのメンバーは歓迎の気持
ちを最大限に表したいと、着物をきて参りました。�
　私たちのクラブ名前、東京中央新には、東京の中心
にある新しいクラブという意味があります。�
　何が新しいのかということを一つ申し上げれば、女性
が8割を占めるクラブ、ということがあります。�
　ここで未だに、ジェンダーを話題にするこということ
が、果たして新しいのか？ということを考えるのは、ま
た別の機会として…。�
　世界に見ると、未だに、女性であるという理由で、1
億3000万人の少女が教育の機会を奪われています。�

でいます。現在24市町村で「パートナーシップ」が認められ
ています。2人の宣誓を認め、日本だけでなく世界にパート
ナーシップを認めてくれる所を増やす事を目指しています。

・�ブロックチェーンは、不正が起きないしくみです。2人の結
婚に関する記録を民間のボランティア団体が行うものではあ
りません。まさにビットコインの様に裏側が行うしくみが必要
です。行政ではなく、行政発行のパートナーシップ証明書を
受け入れている企業からスタートし、経済団体、業界団体の

　皆様に、
　一時間の例会を楽しんでいただけたら幸いです。
　それでは第750回例会を開会します。

Everyone,� thank� you� very�much� for� coming� to� our�
Rotary�Club�from�far�away�and�various�areas�today.�
I� am�Tomoko�FUKUMOTO,� the�President�of� this�

Rotary�Club.�
Our�club�theme�for�this�term�is�
Connect�with�various�people�and�create�one�team!�.�
Today,� I� am� very� happy� to� welcome� a� lot� of�

Rotarians� from� India� and� to� gather�with� Japanese�
Rotarians�together.�
For�the�guests�from�India,�thank�you�very�much�for�

coming�from�far�away�today.�
Also,� I�would� like� to� express�my�appreciation� to�

Mr.Miwa,� the�Past�President�of�Nagoya�Kiyosu�Rotary�
Club,�who�took�the�effort� for�sharing�such�a�wonderful�
occasion�to�us.�
I�hope�you�will�enjoy�this�one-hour�meeting.�
Let�me�announce�you�that�we�will� start� the�750th�

regular�meeting.

幹事報告（清宮普美代幹事）
インド3232地区ガバナーご一行約100名のメーキャップ
対応�お疲れ様でした。�
　会員の皆さんの力の結集で、参加者みんながハッピー
になるような例会が開催できました！�
　ありがとうございます。�
　Connect�the�world�卓話の素晴らしさ�おもてなしの
心�国際交流を含めて、印象的な例会になりました。

インド3232地区ガバナー報告（Madras	North	West	
RC	Chandramohan	Govindarajulu様）
インドは素晴らしい発展を遂げており、総人口13億人
超の中でロータリアンは14万人余を数え、世界第2位の
ロータリー大国になっています。当地区の6000人のメン
バーの中にも24名の女性がおり、それぞれ素晴らしい
能力を発揮してよく働いて奉仕活動をすすめています。�
　今回の訪問で目にした貴クラ
ブの素敵な指導的女性会員が
ロータリー活動を力強く引っ張っ
ている姿はきっと当地区の女性
たちを啓発してくれたものと期待
しています。皆様がインドを旅す
るときは是非当3232地区の各クラブにメーキャップにい
らして下さい。会員一同お待ちしております。

2750地区パストガバナー報告	
（東京中央RC	大槻哲也様）
ヒマラヤを擁するアジアの先進国として5000年の歴史
を有するインド3232地区からガバナーをはじめロータリ
アンご家族など大人数のメーキャップをいただき大変う
れしく思います。本日はインドのロータリアンの皆様に日
本のメーキャップは楽しかったとして生涯の記憶に残る
ひとときを喜んでいただければ最高のおもてなしとする
ことができるでしょう。皆様に心からの歓迎の意を表し
てご挨拶に代えさせていただきます。

バナー交換と記念品交換報告
プレミーティングと例会の進行中に当クラブとインド
3232地区所属各クラブとのバナー交換と記念撮影が行
われ、当クラブ側とインド側からそれぞれ記念品の贈答
が行われました。

力を活用して広め、公共機関に影響を与える事が出来れば
夫婦専用公営住宅への応募等可能かもしれません。現在サー
ビスを提供して頂ける企業を探しています。千葉市、福岡市
ではパートナーシップ証明書があれば国が夫婦として国が認
めていなくとも、住宅を借りる事ができるようになりました。
・�定款として認められていない親子、夫婦が認められ、不自由
のない生活が出来るよう自治体・企業に協力を求めています。

� （749回紙面構成、要約文責　小堀）

「手に手つないで」の合唱で終了
その後、参加者全員で会場全体を包む手をつないだ人
の輪を作って合唱し、素晴らしい盛上がりを見せた特別
例会も打上げとなりました。

シンガーソングライター
玉城	ちはる	様

【プロフィール】�
1980年生れ。広島県出身。大学進学時
に父が自殺で他界し、進学を断念。この
ことがその後の人生に大きな影響をもた
らす。�
　19歳で上京、音楽や芸能活動を始める。24歳の時偶然
の出会いから中国人留学生の面倒をみることになる。その
後「自身に出来る社会貢献」としてアジア地域の留学生
支援活動「ホストマザー」を10年間継続、36名の留学生
を送り出し、その模様がNTV系「24時間テレビ」や
NHKなどで取り上げられる。�
　2014年1月この10年間の「ホストマザー」の活動が認め
られ、公益財団法人日本ユースリーダー協会第5回「若者
力大賞～ユースリーダー賞～」を受賞。現在、ホストマザー
の経験を生かし全国の小中学校・高校・大学にて「命の
参観日」という講演を多数行っている。また、広島出身と
いう事もあり平和活動への意識が高く、2009年自らが理
事を務める「一般社団法人Each」を設立。広島・長崎を
中心に平和イベントやボランティア活動を行っている。さら
に「自殺防止」「異文化コミュニケーション」「世界平和」
をテーマに人権講演に呼ばれることも多い。2011年から広
島安田女子大学にて非常勤講師（異文化コミュニケーショ
ン論）を担当している。
　執筆活動にも積極的で、2012年には自身初となる『エッ
セー集～風になれば～』（本分社刊）を発売。2015年8月
には、自他ともに認める無類の餃子好きという事で、女性
目線による餃子愛の詰った餃子店ガイドブック＋α『餃子女
子』（ラトルズ刊）を発売。ベストセラーになる。読むと餃
子が食べたくなる！と話題になり、Amazonランキング
（8/26付）レストランガイド1位を獲得。NTV「ヒルナン
デス！」/CX「ノンストップ」/TBS「王様のブランチ」/リ
クルートメシ通/日経MJ/東京カレンダー/全国のタウン誌
など様々なメディアにて取り上げられる。2014年9月24日
初のフルアルバム『私は生きてる』にてテイチクエンタテイ
ンメントタクミノートよりメジャーデビュー。2018年4月初
のBEST盤『笑って泣いて、またわらう』リリース。�

例会報告  第750回　2019年8月19日（月）
出席者41名+メーキャップ0名
（正会員62名-休会6名）

出席率 73.21%

命の参観日を通して卓
話
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