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開会説明（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会を開催させ
ていただきます。
　なお、本日の例会の模様は当クラ
ブの週報用の記録としてビデオ録画
をさせていただく予定なので、参加者の皆様には、個
人情報の許諾を予めよろしくお願い致します。

清宮普美代会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！ 
　とてもよい天気が続いています。
土曜日は当クラブの画廊巡りを泰明
小学校の美術の授業として実施し会
員の皆様にもボランティアで参加していただきました。
日曜日は米山友愛クラブが10周年記念でZoomによる
記念例会を開き、私も参加致しました。Zoom上で各
国の元米山留学生がWe are the Worldでつながり、
とても素敵な会合でした。 
　それでは第793回例会を開始します。

ロータリーソング
「それでこそロータリー」「世界をつなぐロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそご参加下さいました。 
　本日のゲストは、 
　　中央大学ローターアクト 副会長　鶴岡舜也　様 
　　同じく 幹事　　土田裕貴　様 
　の2名です。

幹事報告（高橋肇幹事）
　特にありません。来週11月23日は
振替休日で例会はありません。 
　次は11月30日の帝国ホテルでの
対面オンライン例会です。

中央大学ローターアクト報告（幹事土田裕貴様）
　本日は参加させていただきありがとうございます。 
　今後の計画として、東京中央RC、東京中央新RC、
中 大 ローターアクトの3 者 でSDGs（Sustainable 
Development Goals：国連による持続可能な開発のた
めの国際目標）に関するイベントを行う方向で固まって
きました。何かアイデアがあれば提供いただいてすす
めたいと思います。過去のイベント例や気を付ける点な
ど何でも結構です。

（大盛会員） 
　環境問題で何かできたらいいなと
思い、国連のSDGsのバッヂを沢山
もらって配っています。今月末に国連
関係の方と会う予定なので、ローター
アクトのためにバッヂ20個くらいはもらえるよう頑張り
ます。 

（多田会員） 
　私は平和を造る子どもたちを育て
る活動をしていますが、長野県松本
市清水中学校へ行かせてもらったと
きは、10代の子どもたちの自殺がす
ごく多いことが社会的な課題になっていまして、コロナ
で将来に夢を持てないという子が本当に多いことが教
育現場で深刻な問題になっています。 
　10代の子どもたちが幸せになることを考えられる社
会のために子どものいじめをなくす活動をしています
が、まず子供たちが他人を攻撃しないようにするだけ
でなく自分を責めてしまうことも含めて、大人たちが君
たちは素晴らしい存在なのだと期待してあげることで
SDGsの活動へつなげていければと考えております。 

（海渡会員） 
　今年2月終わりに国連の国際女性DayにG7と各国
から起業家の女性たちが集まってラウンドテーブル会
議やパネルディスカッションのシェアをしました。 
　最初招待メールをもらったときは「何で私が」とびっ
くりしましたが、日本では大学を卒業すると大企業に
勤める志向が強く大企業はやはりまだまだ男性社会の
牙城であり、ただ現在日本経済がいろんなことでブ
レークスルーできていないのはやはり成功体験がある
ので、今までの価値観・やり方から抜け出せないから
だと思います。実はそれは日本だけでなく世界も同じ
状況だったことが、カナダのオタワで開かれた会議に
参加してよく分かりました。黒人女性で30歳くらいの
IT起業家の方が「すごく色眼鏡で見られているんです

◀︎左から順に
　鶴岡様
　土田様
　安原委員長
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よ」と発言していたのが印象的でした。 
　日本でも「女性管理職30％」などの目標があるけれ
ども、実際は何も進んでいないのが現状です。ロータ
リーにはそういう活動の仲間がいるので、ジェンダーを
テーマに協力していきたいと思っています。 

（川口会員） 
　うちの会社（双日）でもSDGsの取り組みはいろいろ
やっており、経団連のサイトで掲載されていますので、
見て下さい。

2021年6月国際大会（台湾台北市）報告�
（清宮普美代会長）

　メールで皆さんにお知らせしましたが、トラベリオに
お願いして、台北の国際大会出席のツアーの事務局と
して対応して下さることになりました。 
　コロナ禍で今後の予定は台湾の判断、RIの判断に
なりますが、仮にZoomでやる結果になれば支払済の
登録料は払い戻されます。 
　対面でやることになる場合は、姉妹クラブの台北の
牡丹RCが合同例会と親睦会をやりましょうとやる気
満々です。

　　　　　　　　　　����池内　純人　新会員
　今年7月に小林真由美会員のご紹介で入会した池内
純人（まさと）です。 
・  仕事は、世界で実績のあるドクターを40名以上集め

て、会員の方の健康を守る会員制医療を運営してい
ます。他に創業70年の銀座エスコフィエというフラ
ンス料理店などをやっています。 
　なぜ東京中央新RCに入会させて頂いたかという
と、コミュニティの最高峰と言われているロータリー
で人生や経営の先輩方からいろいろなことを学びた
いと思ったのが大きいのとあとは社会貢献活動にも
関心があったからです。東日本大震災のときには兵
庫県西宮市から岩手の仮設住宅に物資を運ぶボラ
ンティアなどをやっていました。 

・  個人的には、性格的に昔から正義感が強くて、小
学生の頃にニュースを見て衝撃を受け、こんな理不
尽なことがあっていいのかと思い、それが今健康を
守る仕事につながっているのかなと思っています。 
　子どものころ、母から「弁護士になってほしい」と
言われましたが、勉強しない子どもで、中高6年間
体育だけは100点でした。 
　大学は慶応大学の法学部法律学科を卒業し、廻
りの友人たちは司法試験の塾に通ったりしていまし
たが、僕は勉強していなくて就職して出世するイメー
ジもわかなくて、そのまま流れで司法試験を受ける
浪人になりました。 
　関西の法科大学院に通い卒業して、新司法試験
を受け、試験は4日間あって最終日に着替えるため
に自宅のクローゼットを開けたら大量に蟻がわいて
いて、それは駆除して試験を受けましたが蟻のイメー
ジが強くてパニックになって、1500点の合格点に3
点足りなくて落ちました。 

・ その後人格やスキルを磨いて勝負したら自分はどこ
まで行けるんだろうと思って、そこで精一杯頑張っ
ていこうと思いました。 

・ 法科大学院を出ても簡単に就職はできないので、行
政書士とか宅建・法務実務検定などを一気に取って、
運良く上場企業の法務部に就職できたのです。 
　早く社会人の先輩たちに追いつきたいとの思いか
ら仕事仕事の毎日でした。 

・ 法務は経営にすごく近くて、1年目の私でも役員に説
明に行ったり、経営会議に同席したり、子会社が
30社位あったので契約業務から新規事業、M&A、
労務問題、株式、知的財産権などそういうのを全部
やらせてもらいました。 
　一番やりがいがあったのは、現場の社員の労務
環境を良くするというプロジェクトがあって、会社の
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高橋　肇 幹事 11月28日土曜日に日比谷お黒字で新店舗
オープンするのでニコニコします。

野呂洋 子 会員 先週の土曜日に泰明小学校の3年生に画
廊巡りをして参りました。 

 初めて参加された3年生の担当主任の先
生から、感激のお電話を頂きました。継
続は力なりと感じています。ご協力頂きま
したロータリアンの皆様、ありがとうござい
ました。



コンプライアンスの話でもあるのですが、社員や家
族が幸福になることが何よりも重要だなと思って、そ
のため全国の支社に出向いて、契約社員からマネー
ジャーまでほぼ全員をヒアリングしてまとめ、上に現
状を伝えて、改善していくというプロジェクトをやっ
たことです。社長がこうしようというとすぐ変わって
いく会社だったので、スピードで会社が良くなってい
くことを見られたのはすごくいい経験になりました。 
・ 5年位仕事だけの生活を送った後に、人生このまま

でいいのかなと思って、自分はもっと社会の役に立
てるんじゃないかと思って、そこから自己投資をする
ようになり社外のセミナーなどに出るようになり何百
人と会いました。その過程で4年以上前に小林真由
美会員とも出会いました。 
　努力のお陰で、法務では会社が設立されてから一
番早く管理職になれました。しかし、何がしたいの
かなといろいろ考えて、社会問題や健康には元から
関心がすごくあって、どれだけ成功した人でも食べ物
があるおかげで生きていけますし、又健康じゃなけ
れば何もできないとも思い、健康をテーマに起業しよ
うと思うようになりました。 
・  経営者や農業をしている人などいろいろな人に会い

に行きまくりました。ある飲み会で、隣に座った女
性から、「あなたの言うことを実現するのは政治じゃ
ないの」と言われ、名刺をもらうと自民党の農林水
産関係の代議士の奥さんで、「今公設第一秘書が空
いてるからあなた面接に来ない？」と誘われて、私も

「チャンスかな」と思って面接を受けました。 
　1時間のうち55分位代議士が喋っていて、僕がハ
イ、ハイと言っていただけでしたが、「君は若いのに
僕とふつうに喋れるね。来たかったら来ていいよ。」
と言われ、その場で公設第一秘書に採用されました。 
・  会社で退職の話をすると、上司から「あと4ヵ月、

株主総会のある6月まではやってくれないか」と頼ま
れ、僕も20代後半で拾ってもらった恩があるので、
6月末まで働きました。 

・ その間もいろんな人と会い続けていたところ、「銀座
にスーパードクターをまとめてすごい医療チームを
作っている人がいるから紹介するよ」と言われて、
転職する気はまったくなかったのですが、代表が私
の大学の先輩でしかも代表の実兄が法律の教授で
して、そのお兄さんの教科書を使って司法試験の勉
強をしていたなどの縁で「健康にいい水素カプセル
を世界へ発信していく事業を任せたいから一緒に
やってくれ」とオファーをされることになり、今の銀
座メディカルクラブ（GMC）に転職したのです。代
議士には正直にお話して、理解をいただき今に至っ
ています。 

・  銀座メディカルクラブ（GMC）は社会に貢献してい
る人たちを死なせない仕事で、スーパードクターによ
る徹底した検査で病気に超早期に先廻りをすること

を勧めています。 
　今スーパードクターを42名集めてネットワーク化し
て、コロナの治療もやって下さって、どんな重症でも
治して下さっています。一流の先生達に今日・明日診
てもらって、すぐ手術してもらう体制を作っています。 
　宣伝もあまりせず、口コミだけでやらしてもらって
いる状態です。Forbesという雑誌の10月号にうちの
クラブが取り上げてもらっていますので、時間があっ
たら見て下さい。 

・  他に銀座エスコフィエというフランス料理店をやって
います。日本料理店も銀座に始めました。 

・  個人的には結婚して、子どもも出来て生活も変わるの
ですが、これからも研鑽を積んでいきたいと思って
います。どうぞご指導のほどよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　����大石　由梨枝　新会員
　今年7月に富田会員のご紹介で入会させて頂きまし
た大石由梨枝（ゆりえ）です。 
　 出身は神 奈川県川崎 市で、 趣 味は旅 行とMr.
Childrenのライブへ行くことです。特技は百人一首です。 
　通っていた幼稚園で教育の一環として漢字百人一首を
行なっていました。一般的な手のひら大のかるたより一
廻り大きいカードに漢字交じりのもので小さいころから
触れていました。これには大会がありまして、私は関東
大会では常に3位以内に入っていて、全国で2位を取っ
たことも1回あります。百人一首は短時間でカルタを覚え
るのが非常に重要になってくるので、幼い頃からやって
いたことで集中力がつき、短期記憶は得意だと思います。
・ 中学、高校は普通に過ごし、大学はがらっと変えた

いと思いまして滋賀の大学へ行きました。 
　「ひこにゃん」で有名になった彦根城から歩いて3
分位のところに住んで、「ひこにゃん」と写真を撮っ
たり、部屋のベランダからきれいな桜とお城が見え
るいい環境で大学生活を送っていました。 
　大学の授業で初めて簿記というものに触れて今ま
では親が税理士なのに全然興味がなかったのです
が、税理士に興味がわいて1年生の終わりころから
税理士を目指して資格の専門学校にも通うようにな
り、なんとか23歳で合格できました。 

・ 資格を取った当初は、自分の得意分野を持ちたいと
思って相続税専門の事務所に勤めました。年間100
件も相続税案件を受託しているのですごく大変でし
たが、様 な々ケースを担当出来て勉強になりました。
相続人間で揉めて仲裁に入った所長が相続人に胸
倉をつかまれそうになったとか、悪気もなく何千万の
相続財産を隠してしまったりとか、なかなかふつうの
事務所では体験できないような経験を2年半でいっ
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ぱいさせていただいたなと思っています。 
・  今勤めている事務所は、祖父が昭和32年に創業し

て以来ずっと銀座で事務所を構えており、父が2代
目所長です。 
　業務内容としては、会社様に毎月訪問して、記帳
指導とか業績のご相談とか経営計画のお手伝いな
どをやっていまして、相続に関して事業承継や相続
財産のコンサルタントなど資産税部門のお手伝いもし
ています。 
　他に税務申告書等を作成するシステムを開発して
いる株式会社TKCという上場会社のシステム改善
のための委員会に所属して活動し、税理士の社会的
地位の向上にも尽力しています。 
・ 税理士法33条の2　第1項の添付書面（通称「書

面添付」） 
　これは申告書の説明資料みたいなもので、税理
士がどういうところを確認して、この決算の重要なと
ころはここですよとか、前期と違うのはこういうとこ
ろですよなどの税務署に対する説明資料になります。 
　これを付けることで税務調査をすごく省略される
ことになります。税務署はいきなり調査することはで
きず、税理士にまず連絡して意見陳述の機会を与え
なくてはいけません。 
　この意見陳述は、原則税務署で行われますが、
納税者本人の同行は不要です。税務署が疑問点を
税理士に質問して、意見陳述で疑問が払拭されたら
調査省略となります。 
　勿論税務署が何か証拠を掴んでいるような場合は
調査続行もありますが、経営者の方にとっては大切
な時間を拘束されますし、たとえばまちがえてしまった
だけでの調査もあり、できれば避けたいというのが税
務調査です。それを支えるのが「書面添付」です。
　税理士が書面添付をしないこともありますが、そ
れは税理士にとってもリスクがあるからです。虚偽記
載や確認したことをちゃんと書いていなかったりした
場合は、最悪税理士資格を剥奪されますので、やり
たがらない税理士も多いですし、経営者の方にもあ
まり認知されていないのです。 
・ AIとかソフトの進歩でただ申告書を作成するだけの

ことは納税者自身でも簡単にできてしまう時代なの
で、税理士としては会社の経営に関するご相談をで
きなくてはいけないと思っています。 
　まだまだ経験不足、知識不足なので、ロータリー
クラブの多種多様な業種の方々が集って社会奉仕活
動という共通の目標を追及されているので、ご一緒
に活動させていただくことで私自身も知見を広げい
ろいろな考え方に触れて取り入れたいなと思っていま
す。特に銀座に事務所がありますので、銀座のため
に何か貢献ができればと思っています。これから精
進していきますので、よろしくお願い致します。

（要約文責　宮下）

開始（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　対面＆オンライン例会を開催させていただき
ます。
　例会の様子を記録用に録画させて頂きますので、予
め個人情報の許諾をお願い致します。

ロータリーソング
　「それでこそロータリー」「四つのテスト」

開会点鐘挨拶（清宮普美代会長）
　今私が着けているマスクは、姉妹クラブの台湾の牡
丹RCからのプレゼントです。会員の皆さんは後で事務
局から受取って下さい。あちらでは全員でお揃いのマ
スクで例会をしているそうです。牡丹RCから台北国際
大会でウェルカムパーティーとして合同例会を提案され
ており検討中です。
　我々もコロナで活動できないながらもなんとかやれ
る奉仕活動として、港区の一人親支援の野菜BOXプ
ロジェクトを山下ハルさんと協力して行ってきました。
　それでは第794回の例会を始めさせていただきたい
と思います。

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ようこそおいで下さいました。 
　本日のゲストは、 
・東京城西RC会長エレクト　古屋文隆　様 
・東京成城新RC　会員維持委員長　棚網基己　様
・東京成城新RC　大橋吉隆　様 
・東京銀座ライオンズクラブ元会長　越村義雄　様 
・東京恵比寿RC　元会長　木村眞　様 

　です。

東京銀座ライオンズクラブ元会長　ご挨拶（越村義雄
様）

　2017年から2018年に銀座ライオンズクラブの会長を
務めました越村です。先程台湾の話が出ていましたが、
私は台湾にも仕事で時々出張しており、親近感を覚え
ました。貴クラブは来年創立20周年という節目の年に
なり、ご挨拶できることをとても嬉しく思います。

米山奨学金お渡し（パスカル・ナタリー米山奨学生�
挨拶）

　こんにちは。報告ですが、卒業論文を書いています。
次の例会までには完成させたいと思っています。本日
は大変ありがとうございます。
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	 対面＆オンライン例会

出席と接続会員数合計３９名+メーキャップ0名
（正会員60名-休会5名）

出席率 72.22%



東京成城新RC　大橋　吉隆　様
東京杉並RC　古屋　文男　様

（代理　東京城西RC会長エレクト
古屋文隆　様）

東京恵比寿RC　木村　眞　様

（推薦の弁） 
　皆様こんにちは！ 
　本日卓話をいただく大橋吉隆様は2013-2014地区首
都高再生事業担当を務められました。首都高を地下化
することで日本橋に青空を取り戻すという大変夢のある
事業を推進していらっしゃいます。私もこの実現を本当
に心待ちにしている一人です。

＊卓話＊ 
（東京城西RC会長エレクト　古屋文隆様）
　本日お配りしたのは、首都高地下化運動に関する、

「都市環境改善計画」「首都高速の再生に関する有識
者会議報告」「首都高速の再生に関する有識者会議提
言書　2012年9月」「私達の東京に青空を取り戻すシ
ンポジウム　報告書」の4点の資料です。
　私の父が東京杉並RCのチャーターメンバーの古屋
文男で、本日欠席のため私が代理で参りました。
　それでは、まず東京恵比寿RC木村眞様から首都
高地下化の経緯をお話しいただきたいと思います。 

（東京恵比寿RC　木村眞様）
　本年度の当クラブ会長柴山さんが重点的活動分野と
して環境保全を取り上げようというので、久しぶりに環
境問題がロータリーの重要課題としてテーマになった
のです。
　私にとりまして、環境問題は首都高速道路の地下化
でありました。2008年私が会長の時代に首都高速道路
の地下化が東京杉並ロータリーの古屋さんから提案が
あり、その時は本当にとんでもないことを考えるロータリ
アンがいるなと思っていた程度でした。2011年2月私が
地区の環境保全委員に任命され何をテーマにと考えて

。�米山功労者表彰（南章乃委員長から表彰状授与）
　井出和世会員

11月のハッピーバースデイ
　清宮普美代会長
　60歳、おめでとうございます。

ロータリー財団表彰（清宮会長から賞状授与）
　ポールハリスソサエティ賞授与　明山友美会員

クラブ表彰報告（清宮普美代会長）
　2750地区内の活性化クラ
ブとして国際ロータリーから
福元年度に対して地区内で
初めてのプラチナ賞を授与さ
れ地区内でも注目されている
ことを報告致します。

棚 網 基 己 様 本日は宜しくお願いします。

大 橋 吉 隆 様 卓話させていただきありがとうございます。
自愛専一にてお過し下さい。

越 村 義 雄 様 城社長のご紹介で本日例会に出席させて
頂くことになりました。来年20周年をお迎
えとのことですが、益々のご発展をお祈り
申し上げます。

清宮普美代会長 コロナ感染が拡がっております。そのなか
でも皆様とのつながりがとてもうれしいので
ニコニコします。クリスマスに子供たちに
ケーキをプレゼントしたいですね。

高 橋 肇 幹 事 11月28日（土）新店舗オープンしました。た
くさんのお花ありがとうございました。

石川和 子 会員 お誕生日をお祝いいただきましてありがとう
ございました。 

 ひとつ年を重ねましたが益々若返るようが
んばります。

大盛敬子 会員 清宮会長おめでとうございます。これから
もどうぞお元気でご自愛下さいませ。

海渡千佳 会員 今年の初めに仕込んだみそが、中々美味
しく出来ました。料理の腕が上がったよう
な気分で嬉しいのでニコニコします。

城麻里奈 会員 先日はお誕生日のお祝いを有難うございま
す。感謝。

時枝紀子 会員 久し振りの対面例会。皆様のご準備・ご
協力に感謝です。 

 本日、大橋様の卓話、とても楽しみです。
野呂洋 子 会員 久しぶりに皆さんにお会いできて嬉しいの

でニコニコします。 
 清宮会長お誕生日おめでとうございます。

（東京成城新RC）

（東京成城新RC）

（東京銀座ライオンズ
クラブ元会長）

にこにこ合計55,000円

「ロータリークラブ提案で
実現した国家事業

～首都高地下化への
12年の歩み～」

卓
話



宮下 文夫・小堀 　彰・山田 桂子 
白坂 亜紀・須永 珠代・川口 惠 
池内 純人・諏訪 智美

クラブ週報
編 集 担 当

ることができます。 

・ 首都高速道路会社によると総費用3200億円に上る
今回の事業は3段階に分かれます。 
　第1段階は2020年11月9日に始まった準備工事で、
上下水道管やガス管などの地下埋蔵物を移設します。
呉服橋と江戸橋の出入り口とそれを支える橋脚など
も撤去します。 
　第2段階は地下化工事で2024年ごろに着手する
見通しです。 
　地上部からの開削とシールドマシンという大型掘
削機を使って約1.1キロのトンネルを掘ります。地下
ルートは2035年ごろに開通します。 
　その後、第3段階として車が現在、走っている高
架を撤去し、東京都などと協力しながら地上部の街
路の拡幅や水辺空間の整備にも取り組みます。全体
として2040年の完成を目指しています。

（要約文責　宮下）

いる矢先に東北大震災があり、これは何を問いかけて
いるのだろうかと考えるようになり、大災害に対し生活
環境を守らないといけないと考えるようになり、早速杉
並RCへ伺って古屋さんにお会いし、首都高地下化の
お話を伺いましたが、途方もないプロジェクトで官庁を
巻き込んでの際どいプロジェクトに見えましたが、ロータ
リアンとしての大きなロマンも感じられ、社会奉仕活動
の次世代プロジェクトとして人にやさしい大都市改善計
画を提言することが重要だとの結論に達しました。
　先駆けとなるのはロータリーの創設間がないころの
1909年に初めてのロータリーの社会奉仕としてシカゴ
で街の中に公衆トイレを設置するプロジェクトを市の行
政に働きかけた事例があることに習いまして、首都高
の地下化事業をロータリアンの提言として推し進めるこ
ととしたのでした。
　ご清聴ありがとうございました。
 

（東京城西RC会長エレクト　古屋文隆様） 
【首都高の危険性に関するNHKスペシャル「橋は大丈
夫か」からの動画約3分放映】 
・ 首都高の中央環状は橋が多く、劣化した橋桁を超

高音波でチェックしたところ、500本余りに杜撰な
溶接による亀裂が見つかり危険性があることが判明
したことで、2011年3月からロータリークラブとして
首都高地下化事業の活動を立ち上げまして、国交省
と交渉を開始しました。 

・ 2012年4月10日、「首都高速の再生に関する有識者
会議」が設置され、12人の委員が任命されましたが、
その一人が先程お話しいただいた恵比寿RC木村眞
様です。 
　有識 者会議は6回開かれ、議論を積み重ね、
2012年9月に「提言書」をまとめ、再生の必要・地
下化のプランと環境の改善について詳細に述べら
れ、末尾には「ロータリークラブからの提案」とし
て先程お配りした杉並RC発行の「都市環境改善計
画」の内容を取り入れ、必要予算として約9兆円を
提示しました。 
・ 地下化事業の基本方針は、地下化することで環境に

優しい東京を回復させ、首都東京と日本の魅力・競
争力の強化を実現することで、その結果災害に強い
こと・交通車両にとって安全であること、周辺環境
の改善・文化的景観の回復の実現・交通渋滞を解
消し、利便性を向上し、物流の円滑化を実現するこ
とです。 

 
（東京成城新RC　大橋吉隆様） 
・ 日本橋から首都高を撤去することで次の世代のため

に街に青空を取り戻し、地下化により都市中心部の
交通渋滞を解消することで東京都で年間1.2兆円と
もいわれている渋滞の経済損失効果を大巾に改善す


