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≪ 2014 ～ 2015 年度

国際ロータリー第2580地区ガバナーご略歴≫

本日の卓話 次回の卓話（10月 22日）

ガバナー公式訪問

鈴木　孝雄　様（東京池袋 RC）
第 2580 地区ガバナー

「ロータリーの奉仕の心
－職業奉仕の心とその実践－」

井田　吉則　様地区職業奉仕委員

紹介者　小野澤亮介会員

鈴木　孝雄（すずき　たかお）様　略歴

生年月日	 1942（昭和 17）年 5月 28 日

事	業	所	 株式会社中西商會

学				歴	 1966 年 3 月	慶応義塾大学経済学部卒業

職業分類	 通信機器製造

＜学  歴＞

1955 年 3 月	 東京学芸大学附属豊島小学校卒業

1958 年 3 月	 東京教育大学附属中学校卒業

1961 年 3 月	 東京教育大学附属高等学校卒業

1966 年 3 月	 慶応義塾大学経済学部卒業

＜職　歴＞

1966 年 4 月	 株式会社第一銀行入行

1968 年 3 月	 株式会社第一銀行退職

1968 年 4 月	 株式会社中西商會入社

1990 年 11 月	 代表取締役社長に就任

＜ロータリー歴＞（職業分類：通信機器製造）

1982 年 6 月	 東京池袋ロータリークラブ入会

1992 ～ 93 年	 東京池袋ロータリークラブ幹事

1997 ～ 98 年	 東京池袋ロータリークラブ会長

1999 ～ 00 年	 地区副幹事

2007 ～ 08 年	 北分区ガバナー補佐

ロータリー財団メジャードナー

ベネファクター

米山功労者

その他団体役員歴

2005 年～	 コムシスモバイル株式会社

	 安全協力会　会長

2007 年～	 豊島法人会　会長

2010 年～	 としまユネスコ協会　副代表理事

賞　罰	 無

2014．3．18 現在



米山奨学制度並びに米山友の会について説明をする
松下和正会員、古関伸一会員

会長報告

1．東京浅草ロータリークラブより、創立 50 周年記

念誌を恵贈いただきましたので、回覧いたします。

2．10 月 6 日（月）に開催されるはずでした「北分

区ゴルフ予選」は台風のため、中止となりました。

決勝大会については、東京浅草ロータリークラ

ブ主催により、抽選会が行われました。まだ、結

果の連絡はありませんが、選ばれた場合は、皆様

のご協力をお願いいたします。

幹事報告

1．学校法人　愛育学園からの支援依頼がございま

した。

メールボックスへ配布いたしましたので、内容

をご確認いただきご賛同をいただける場合は、直

接ご支援をお願いいたします。

2．10 月は米山月間となります。

　2014-2015 年度版の米山豆辞典が届きましたので、

メールボックスへ配布いたしました。

　ご確認をお願いいたします。

3．例会終了後に「第 1 回　クラブ協議会」を開催

いたします。

会場は、隣の「千鳥の間」となりますので、出

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：4名　出席数：35名

欠席数：13 名　出席率：72.92％

9 月 24 日修正後出席率：87.23％	

クラブゲスト：呉　艶紅さん（元米山奨学生）

卓 話

「米山奨学生（米山友の会）」

松下　和正会員
古関　伸一会員

担当理事

米山奨学委員長

10 月 8 日　第 1109 回例会報告

「内容を録音したデータが事務局にあります」

席者の方々はお集まり下さい。

また、来週 10 月 15 日は、ガバナー公式訪問と

なります。

「第 2回　クラブ協議会」もあり、時間は 11：15

～ 12：15 ですので、お間違えのないよう、ご注意

下さい。クラブ協議会終了後に例会会場へ移動と

なります。

全会員にて鈴木孝雄ガバナーをお迎えしたいの

で、ご出席をお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ

＊星野大記会員

最近、亡父の好きだった、谷村新司の「群青」を

練習しています。難しい歌ですが、思いのある良

い歌です。今度のうたの会ではお楽しみに！

＊小野澤亮介会員

結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございま

す。31 年前、高田馬場で挙式したのが、昨日のよ

うに思い出されます。

＊伊藤　守会員

結婚記念 31 回目を迎えました。当日の抜けるよ

うな青空と妻のあどけない笑顔がなつかしい今日

この頃です。

＊木村敬道会員

先日の郷友会のゴルフコンペ、ラッキーが続き優

勝しました。今後ともよろしくお願い致します。

＊服部浩美会員

家内の誕生日祝ありがとうございます。何とか口

は達者でいます。心と身体はボロボロと云ってい

ますが、勢いがあれば幸せです。

＊加藤利雄会員

青色 LED でノーベル物理学賞、受賞の快挙に。

＊澤部利蔵会員

結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。昔

可愛かったカナイが今は、おっカナイです。

＊林　一好会員

誕生日のお祝いありがとうございました。70 歳に

なりました。気力、体力は 50 代。

＊靍岡秀郎会員

先週お休みしました。大宅映子様の卓話録音を事

務局より送っていただき、大変楽しく大宅様のお

話を楽しく聞かせていただき、感動しました。紹

介者伊藤さんに感謝します。また、加藤さん、親

睦の受付ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ 41,000 円

累　　計 421,000 円



本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 0 名 0 円
米山特別寄付 4 名 40,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

元米山奨学生：呉　艶紅

2013 年 JTB	 グローバルマーケティング＆トラベ
ルに入社し、FIT	 事業部という個人旅行のお客様を
取り扱う部署に配属されました。仕事の内容はお客
様と直接触れあうことがほとんどないオペレーショ
ン業務で、主に通訳案内士、バス会社、レストラン、
ホテルなどの手配をしています。

サンライズツアーというインバウント向けの募集
型ツアーの手配ですが、サンライズツアーをご存じ
ない方もいらっしゃると思いますので、簡単に紹介
ます。サンライズツアーは東京オリンピックが開催
された 1964 年に誕生し、発売開始以来、日本を代
表する英語ガイド付きツアーとして数多くの海外か
らのお客様をお迎えしてきました。創立以来 51 周
年にあたる 2015 年は、「次の 50 年」に向けた取り
組み元年として、高品質・高付加価値ブランドとし
ての展開を強化して、食事内容をグレードアップ、
送り先ホテルを拡大、コールセンターの多言語化
（日・英・中・韓の四カ国語）、長距離移動のバスツアー
に無料 WiFi を搭載などで、付加価値を提供してい
ます。またアジアのお客様向けにエクスペリエンス
ジャパンという新ブランドも立ち上げました。

私はサンライズツアーの人気商品のひとつであ
る富士山関連のツアーを担当しており、繁忙期には
多い日に１日 500 人もの手配をしたことがありま
す。最近は台風 18号の影響でツアーを中止にしたり、
成果 0 人対倍の作業に嘆くばかりです。お客様の満
足度を考えると仕方ないなとも思います。旅行業は
天気に左右されますが、世界の平和を左右するのか
もしれません。

元米山奨学生：金　海峰

2008 年から 2010 年まで、2 年間ロータリークラ
ブにお世話になりました中国出身の金海峰です。お
世話になった 2 年間は大学院の研究生活の中で一番
忙しい時期でもあり、ロータリークラブのおかげで、
研究に専念でき、無事に卒業できたと思います。特
に加藤様に大変お世話になり、両親の来日にあたっ
て身元保証人になって頂き、また、箱根旅行を案内
して頂き、両親において大変よい思い出になりまし
た。

私は 2010 年 3 月に東京医科歯科大学大学院を卒

スピーチをされる元米山奨学生：呉　艶紅様

業して、順天堂大学で博士研究員として１年半勤め
させて頂きました。その後、2011 年 10 月に現在の
会社、エスアールディという新薬の臨床開発業務を
支援する会社に転職して、現在いろんな新薬の臨
床試験に係る仕事をやっております。また、国際事
業部の仕事を兼任しており、近年増えている国際共
同臨床試験、特にアジア共同臨床試験（日本、中国、
韓国、台湾）のコンサルティング業務も行っており、
より早く日本のよい薬が多くの国で承認得るように
頑張っております。

家庭では現在４人家族で、子供が２人、５歳の長
女と２歳の長男がいます。最近は、職場の仕事より、
子育てにもっと疲れており、家に帰ったら毎日子供
との戦闘の日々を過ごしております。自分も小さい
時は同じであったではないかと考えながらも、子供
には早く成長してほしいとの気持ちでいっぱいです。

今後もまたこういう機会があれば、ぜひまた近況
を報告させて頂きたいと思います。ありがとうござ
いました。

11 月分　他クラブ情報

―休会―
11 月 11 日（火）	 東京板橋 RC、東京ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ RC

25 日（火）	 東京武蔵野 RC

―夜間例会に変更―
11 月 20 日（木）	 東京江戸川中央 RC
	
―振替 ･移動例会に変更―
11月 7日（金）	 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC
	 　　（11/7-8親睦旅行へ移動例会）

11日（火）	 東京東江戸川RC
	 　　（11/6東分区 IMへ移動例会）

	 東京板橋RC
	 　　（11/8板橋音楽祭へ移動例会）

17日（月）	 東京浅草RC
	 （北分区IM・合同例会へ移動例会）
25日（火）	 東京北RC、東京板橋RC、
	 東京荒川RC、東京あすかRC、
	 東京後楽RC
	 （北分区IM・合同例会へ移動例会）
26日（水）	 東京王子RC、東京豊島東RC、
	 東京浅草中央RC
	 （北分区IM・合同例会へ移動例会）
27日（木）	 東京池袋RC、東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

	 （北分区IM･合同例会へ移動例会）
28日（金）	 東京小石川RC、東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

	 （北分区IM･合同例会へ移動例会）		
以上


