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開始（上田美帆SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第847回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、予め個人情報の
許諾をお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　それでは第847回例会を開催致します。

ロータリーソング（ソングリーダー：圓井順子会員）
　「それでこそロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
ハイブリッド例会にようこそご参加下さいました。
本日のゲスト2名です。
・安原会員紹介　石　居　　茜　様
・同　　　　　　長谷川　朝子　様

5月のハッピーバースデー
矢部祐加子会員（5日）、
早川和志会員（10日）、
水野珠貴会員（21日）

米山記念奨学会・米山功労者表彰
石井本子会員
岡田敏江会員（第6回）
石川和子会員（第4回）
野呂洋子会員（第3回）
並木咲樹会員
南　章乃会員
秋葉良子会員
田中結加会員
富田洋平会長

ロータリー財団　ポールハリスソサエティ表彰
並木咲樹会員
明山友美会員
山下　江会長エレクト
　（第2回）

IM（Intercity�Meeting）報告（IM実行委員　川口
惠会員）

　地区IMは、2022年5月20日に変
更して開かれることになりました。
　元国連大使の北岡伸一様が講演を
行い、当クラブ明山友美会員が司会
を担当致します。
　12クラブから発表が行われ、当クラブの発表は20
周年記念のビデオを上映予定です。
　他クラブも奉仕活動内容をいろいろ発表の予定で
す。是非ご出席をお願いします。

富田洋 平 会長� 本日、中里会員、杉原会員のイニシエー
ションスピーチ楽しみにしております。

大盛敬子 会員� 連休はゆっくり休めて良かったです。
� 本日のイニシエーションをとても楽しみにし

ております。
� 宜しくお願い致します。
岡田敏 江 会員� SAAの皆様の優しさにニコニコします。
海渡千佳 会員� ゴールデンウィークも終わりましたが、街に

人が戻ってきましたね。
� 楽しい日常が少しずつ戻りますようにニコ

ニコします。
時枝紀子 会員� 新緑の美しい季節です。フレッシュなパ

ワーにあやかりたいと思います。
中里妃沙子会員� 初めてニコニコします。先日、ニコニコの

重要性を知りました。
� 今日は、10年ぶりのイニシエーションスピー

チです。
� 初心にかえってニコニコですね。
野呂洋 子 会員� 昨日、母の日で娘が初任給でフレンチの

ディナーをごちそうしてくれましたので、嬉
しくてニコニコします。

福元智子 会員� 久しぶりに長い休みでとてもゆっくりしました。
� 脳のシワが伸び切っているのが心配です。
� また皆様とお会いできることにニコニコです。
圓井順子 会員� 母の日でしたのでニコニコします。

にこにこ合計26,000円

例会報告  第847回  2022年5月9日（月）
ハイブリッド例会

出席と接続会員数29名＋メーキャップ0名
（正会員59名-休会5名）

出席率 53.70%



・どうやって探したらいいかわからない
・探すツールもない
・離婚は弁護士業務として市場がない

ラジオCM、テレビのコメンテーターなど、メディア
にも積極的に出演。認知度アップ。
事務所の業務拡大に伴い勤務弁護士の数も増加し
ました。
勤務弁護士人数の推移：当初1名でしたが、この10
年で20人を超えました。

・リスクヘッジの必要性
2016年、美容・健康薬事。業界特化に着手。
ブルーオーシャンだと思ったら「海がなかった」
でも今は・・・

・ �一度目のイニシエーションスピーチ後の10年の仕事
をお話ししました。

　どうぞよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　杉原　由佳子�会員

（紹介/水野会員）
　杉原会員は、私の高校時代から一
緒で、アメリカ留学時代も留学先は違
いましたが時々会っていたり、子ども
も同じような年齢で、本当に大親友と
して付き合ってもらっています。彼女は元気で前向きで、
努力を惜しまない人柄で、世のため人のため何ができ
るか常に考えている方です。是非ロータリーにとお誘
い致しました。よろしくお願い致します。

（イニシエーションスピーチ）
・お仕事
　現在職業として、2つの会社で事業を行っています。
　1つは、3年前開店の「おこめどき」というライスバー
ガー専門店です。
　ライスバーガー専門店は、日本でも世界でも初めての
ことなので、ライスバーガーの代表と名乗ってよいのか
なと思っています。
　ライスバーガーは、お米、十六穀米、黒米などのバ
ンズで、牛すき焼き、タルタルチキン、根菜のきんぴら
などをはさむものです。バーガーと一汁三菜のセットが
人気商品です。現在パスタやパンに押されていますが、
お米は日本人の健康長寿を担ってきたバランスの良い
スーパーフードと言ってよい素晴らしい食材と思っており
ます。
　ライスバーガーはハイパーフードで、それに一汁三菜
をセットするとパーフェクトフードだと思っています。ラ
イスバーガーを通じて、皆さんの健康増進に寄与し、

幹事報告（石原忠始幹事）
・5月13日（金）に地区大会です。奮ってご参加下さい。
出席者はワクチン接種3回済のこと、マスク必着で
お願い致します。
・�来週5月16日（月）例会は地区大会振替の休会とな
ります。

・5月20日（金）はIMがあります。
・本日はこの後理事会があります。

　　　　　　　　　　　　中里　妃沙子�会員

（紹介/時枝会員）
　10年前の入会時のことをよく覚えて
います。とてもユニークな経歴でアメ
リカに留学された後に日本で法律事務
所を立ち上げたとのお話をこれからな
さると思いますが、是非皆さんお楽しみ下さい。

（イニシエーションスピーチ）
　10年前に入った時丁度10周年記念式典があり、女
性が多いとても楽しいクラブだなと思っていました。今
日は2回目のイニシエーションになるので今回は私のこ
の10年の仕事を中心にお話ししたいと思います。
・自己紹介
　東北大学法学部卒業
　南カリフォルニア大学ロースクールLLMコース修了
　弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所　代表弁護士
　税理士法人丸の内ソレイユ事務所　代表
　法政大学大学院公共政策研究科　兼任講師
・経歴
　1995年　弁護士としてスタート
　2003年　都内事務所立ち上げ
　2009年　丸の内ソレイユ法律事務所　開設
・アメリカ留学を経て
　「別の世界を見てみたい」
米国ロサンゼルスの南カリフォルニア大学ロースクー
ルに留学
帰国したら日本の法曹会が一変、浦島太郎状態に。
浦島太郎が我に返り、新しい事務所を立ち上げるこ
とに。
・丸の内ソレイユについて
今でこそ、丸の内ソレイユ法律事務所→「離婚に強い」
と言われています。
最初から離婚特化だったの？
答えはNOです。
当時、といってもわずか10数年前のこと。
・離婚問題を弁護士に依頼するという考えがない

イニシエーションスピーチ

イニシエーションスピーチ



新たな食文化の創造、古き良き和食文化の継承を実現
していきたいなと思っています。
・経歴
　私は水野さんと同じ高校を卒業し、大学は経済学を
学び、その後アメリカのミシガン大学の大学院で経済
学と社会事業学を学びました。帰国後は日本財団に就
職し、国内外の社会福祉事業の支援や立ち上げ等を
経済的にサポートする業務に10年程従事しました。前
半5年は高齢者福祉事業を担当し、後半5年は国外
の社会福祉事業を担当し、韓国の日本人女性のため
の施設の建設、タイとかベトナムなどの障害者の教育
環境の整備事業などの支援を担当しました。すべての
人がその人らしく生きることができる環境の実現のため
に、又ギブアップしないために何かしていきたいという
強い気持ちを持つようになりました。
・子育て
　やりがいを感じていましたが、日本財団は2人の子
どもの子育ての親業のメインとなるために10年で退職
しました。徹底的に親としての役割を果たそうと考え、
積極的にPTA会長なども引受けて頑張りました。土日
は2人の息子の地域の少年野球チームのサポートでほ
ぼ炎天下でも多少の雨でも子どもたちとコーチのお世
話係として過ごす生活を約10年続けました。おかげで
おにぎり名人になったと自負したり、お茶のスーパーパ
ワーも実感しました。
　子どもたちがまっすぐ夢に向かって努力できる環境
の大切さを強く感じました。
・私のモットー　「すべては素直な心から」
　ロータリーの例会や周年行事に参加させていただい
て、感謝の気持ちとか愛とかも素直な心から生まれてく
るし、素直な心で受け止めることで何かに貢献できる
こともできるんじゃないかと思います。人間年をとると
素直になれないもので、私も主人に対しては多 あ々るの
ですが、ロータリーでも是非素直な心で取り組んでまい
りたいと思いますので、今後共よろしくお願い致します。

（要約文責　宮下）

開始（上田美帆SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第848回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、予め個人情報の
許諾をお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　それでは第848回例会を開催致します。

ロータリーソング
「それでこそロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ハイブリッド例会にようこそご参加下さいました。
　本日のゲスト4名です。
・東京神田RC　大家正光　様
・東京中央RC　新田哲也　様
・中央大学RAC　下山晴子　幹事
・大盛会員ご紹介　前田陽子　様

富田洋 平 会長� 本日「富田の部屋」ファイナルでございます。
� 南さん､大盛さん、よろしくお願い致します。
井関和美 会員� 久しぶりのお天気に恵まれて気持ちが良

いのでニコニコします。
大盛敬子 会員� 先日銀座の会合で名刺交換してご挨拶し

ました前田陽子様が来て下さいました、
� ありがとうございます、ニコニコします。
白水 真 子 会員� ロータリアンの皆様　本当にお優しい方

が多いと実感する今日この頃です。
野呂洋 子 会員� 7月10日～9月10日でララちゃんが日本に来

ます。7月25日の例会に参加とのことです。
嬉しいですね。

水野珠貴 会員� 都内厳戒態勢の中、無事に海外要人が
日本滞在ができますように

� 願いを込めてニコニコします。
南　章乃 会員� 今日は富田の部屋に出ます。どうぞよろし

く御願い致します。
矢部祐加子会員� 今日で、富田の部屋が最終回。
� さみしいです。本日は南さん、大盛さんの

お話楽しみにしています。
山下 　 江 会員� ぼくが理事長を務めるKKC（NPO法人広

島経済活性化推進倶楽部）が主催する
第47回起業家・投資家・専門家プレゼン
交流会が6月11日（土）午後、広島市内に
て開催されます。

� チラシをボックスに入れさせてもらいました
ので、ご興味のある方はご参加ください。
オンラインでも参加できます。

にこにこ合計18,000円

� 例会報告  第848回  2022年5月23日（月）
	 ハイブリッド例会

出席と接続会員数33名＋メーキャップ1名
（正会員59名-休会5名）

出席率 62.96%



宮下 文夫・山田 桂子・小堀 　彰・
川口 　惠・金子 健彦・諏訪 智美・
大石 由梨枝・白坂 亜紀

クラブ週報
編 集 担 当

（大盛）
　はっきり申し上げると女性だけの会をこれだけ楽しい
ものにしていただいたのは男性の力だと思っています。
　男性の方には本当に我慢して頂いていて、皆が言い
たいことを言っていたらこんな素晴らしいクラブにはな
らなかっただろうなと思っています。

【未来のメンバーに一言】
（南）
　若い人には自分の持っている力を力いっぱい発揮し
てほしいなと思っています。
（大盛）
　親睦をして皆さんで仲良く楽しいクラブになるように
よろしくお願いします。

（富田会長）
　お二人の話を聞いて、クラブが好きでクラブを皆で
盛り立てたいという気持ちがすごく伝わっています。南
さんは特に若手の人たちに歩み寄っていきたいと言わ
れ、今60名の会員全部で一緒に進んでいきたいなと
思いますし、お二人からもそういうメッセージをいただ
いたと感じました。改めてお二人に拍手を！
　富田の部屋も今回が最終回となり、本当に皆さんに
応援していただき非常に嬉しく思っております。この企
画のおかげで皆さんをとても深く知ることができ、こ
れからは親睦旅行もファイヤーサイドも増えてきます
が、親睦を通じて他の会員が大好きになっていただい
たらいいんじゃないかなと思います。

（要約文責　宮下）

富田の部屋（大盛敬子会員、南章乃会員）
【自分にとってロータリーの活動とは？】
（南）
　休むこともなく、「お願いします」と家を出て休むこ
ともなく、全部出ていました。
（大盛）
　とにかく仕事してても、月曜日早く来ないかなと。あ
の思いを味わいたい。楽しくてしょうがない。仕事の顔
とロータリーの顔は全然違うと思う。

【これまで続けてこれた理由】
（大盛）
　活動の中で若手としていろんな
役員とか担当を任せられるときにプ
ログラム委員会、会員組織委員長、
親睦旅行、いろんな役などいろい
ろな会員と話ができるし、仕事の
中身も分かるし、見えないものが見
えてきていいなと思ってやってきました。

【ロータリーは何するところ？】
（南）
　「衣食足りて礼節を知る」じゃないけれど、何かやり
たいなと思っても1人じゃなく皆でやれば大きなことが
できるので、こういう組織に入れていただいています。
（大盛）
　人と人のつながりが大事で、この前山の手RCの36
周年に参加したら、青少年の会でつながる方がいて初
めての会という気がしなくていつも誰かがそばにいると
いうことがすごく嬉しいです。久しぶりに手に手をやり
ましたらすごく感動して、この感動をロータリーの活動
で若い方々に味わってほしいです。

【東京中央新、ここがいいな？】
（南）
　私が入った時、今ほど会員が多
くなく、秋葉さんのおかげで40代
50代の方が増えて活動力もすごくて
地区からも注目されていて、一生懸
命についていかなくちゃと思ってい
ます。


