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「内容を録音したデータが事務局にあります」

＊ 11 月 3 日（文化の日）は休会となります。

卓 話

10 月 20 日　第 1394 回例会報告

理事会報告

1．次次年度役員候補者及び理事候補者を確認。12

月 1 日（水）の年次総会に上程して決議を諮る。

2．創立 30 周年記念事業を地区大会アワードにエン

トリーするということが承認された。

3．クリスマス家族会は、原則として実施する前提

で SAA、親睦委員会、出席委員会、プログラム委

員会に対応してもらう。

会員だけの夜の開催とする。

ゲストも家族も呼ばない。状況によっては昼の

開催とする。

4．献血活動については、公共イメージ向上委員会

及び社会奉仕委員会においてエドモンドに献血

車を呼ぶ際の条件面の調査及び会員への呼びか

けを検討、又献血車に来てもらって、本郷ロー

タリークラブとして近隣の方や歩行者等に呼び

かけを行う。

5．北分区予選ゴルフ参加者はメークアップ扱いと

することが承認された。

※一部抜粋

「スポーツが変える。未来を創る」

「国連食糧農業機関（FAO）
親善大使の役割

～ SDGs と食品ロス削減について～」

初代スポーツ庁長官

日本ホテル㈱　ホテルメトロポリタンエドモント

統括名誉総料理長

代表取締役社長
鈴木　大地　様

中村　勝宏　様

紹介者　渡辺新吉会員

紹介者　松田秀明会員

紹介者　飯塚貞子会員

卓話をされる中村勝宏様

次回の卓話（11 月 10 日）

第 1395 回例会 2021 年 10 月 27 日発行（No.1340）

「JMAM 事業変革への挑戦
～能率手帳から NOLTY へ～」

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

張　士洛　様

本日の卓話（10 月 27 日）

会長報告

1．新会員をご紹介します。

弁護士法人　鳳和虎ノ門法律事務所　代表社員

杉山和也会員です。

これから共にクラブ活動が出来ることを嬉しく

思います。



ニコニコＢＯＸ

＊杉山和也会員

本日入会させて頂きました。今後ともよろしくお

願い致します。

＊松田秀明会員

本日は当社中村の卓話、よろしくお願いします。

資料の中に、エドモントで開催する四季島食事会

のチラシを入れさせていただきました。四季島の

旅の魅力を是非お楽しみ下さい！

＊林　一好会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

＊田上睦美会員

チョッと、いいことがありました。江東ロータリー

クラブのオープン例会に参加し、防衛庁の方の卓

話をうかがいました。日本の国防は大事ですね。

今日はお友達を２人連れてきましたので、よろし

くお願い致します。

＊飯塚貞子会員

杉山和也さん、ご入会おめでとうございます。素

晴らしいロータリーライフとなりますように。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

「中川了滋会員からのメッセージ」
報告：親睦活動委員会

1．本年度に入ってからは、今まであったゴルフ
会は全て中止または欠席となり、プレーは 1
回もありません。飲み会は基本的には無しに
しています。
6月に札幌で、ある会社の株主総会があり、
役員たちとの宴会は 4人に限定して 1回、9
月に、ある会社の役員と 3人で緊急事案に対
処するため夜の会合が1回ありました。
10 月中旬に岡山で 10 人くらいの円会があ
るのをどうするか考慮中です。

2．事務所には土日・休日を除き、毎日通勤して
います。地下鉄三田線千石駅から11分乗車、
大手町駅から有楽町駅まで、地下道を 20分
間歩くことを日課としています。帰りも 20
分の歩行をしています。遅くに出て、早く帰
るので、座って通えます。

3．弁護士会の会合は全部ウェブ会議で済ませて
おります。

4．趣味の小唄や清元の発表会等もすべて中止に
なりました。

5．9月末に緊急事態宣言が解除される見通しの
ようですが、どのように対処するかを現在考
慮中です。ワクチンは 2回接種しましたが、
何しろ81歳ですから用心はしています。
以上近況です。

ニコニコＢＯＸ	 21,000 円

累　　計	 247,000 円

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

＜新会員紹介＞

杉山　和也　会員（昭和 48 年 5 月 20 日生）

職業分類：29　法律事務所

　　　　　　　（民事弁護士）

事業所：弁護士法人

	 鳳和虎ノ門法律事務所

役　職：代表社員

所在地：東京都港区虎ノ門5-2-7

	 　　　　　　土井ビル4F

推薦者：井田吉則会員

	 飯塚貞子会員

幹事報告

1．「11月　特別措置出席規定の免除適用願い」をメー

ルボックスヘ配布いたしました。

2．10 月 24 日（日）に行われる「世界ポリオデー	

トレインジャック」2021、ウォークラリーと有

楽町駅前広場でのイベントのご案内をメール配

信いたしました。

都内の陽性者数は減っておりますが、ご無理の

ない範囲で参加をお願いします。

3．来週 27 日の例会場は 1F「クリスタルホール」と

なります。

週ごとに会場が変更となり、ご迷惑をおかけい

たしますが、ご理解の程お願い致します。

出　　席

会員数：50名　出席数：29名　欠席数：4名

出席免除者数：4名　特別措置出席免除者数：13名

出席率：87.88％

9 月 29 日修正後出席率：74.07％

クラブゲスト：中村勝宏様（卓話講師）

山上尚靖様（田上会員ゲスト）

谷口紅姫様（田上会員ゲスト）

一ノ瀬信介様（松下会員ゲスト）



「オープン例会報告」

2021 年 10 月 20 日　オープン例会を開催しました。

卓話演題：「国連食糧農業機関（ＦＡＯ）親善大使

の役割～ＳＤＧｓと食品ロス削減につ

いて～」

卓話者：日本ホテル㈱	ホテルメトロポリタンエドモント

統括名誉総料理長　中村	勝宏様

ホテルメトロポリタンエドモント　取締役総支配

人である松田秀明会員のお取り計らいにより例会食

事をグレードアップしていただき、中村シェフの

FAO 親善大使としてのお話しを伺いました。オープ

ン例会ゲストとして 3 名の皆様をお迎えすることが

でき、有意義な例会となりました。

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース

【★	ハイライト	よねやま259 号	★】

2021 年 10 月 13 日発行

：：今月のトピックス：：	

【今月のトピックス】

・米山月間の由来

・動画で理解促進を	－YouTubeページのご案内－

・寄付金速報　－米山月間へご協力ください－

・道路のゴミ拾いで再始動	－第2770地区学友会－

・大学学長に就任した米山学友

《今月のピックアップ記事》

大学学長に就任した米山学友

現在、京都精華大学の学長を務める米山学友のウ

スビ・サコさん（マリ／ 1992-94 ／京都北ＲＣ、現

在同クラブ会員）。高校卒業後、中国の北京語言大

学、南京東南大学を経て来日した経歴の持ち主で、

専門は空間人類学。2001年に同大教員として着任し、

2018 年 4 月より学長に就任しました。

最近は、著書や新聞寄稿、ニュース番組のコメン

テーターとして、日本社会や若者へ多様性や共生の

在り方を問うメッセージを発信しています。

今年 6 月 24 日の日経新聞「交遊抄」で、ウスビ・

サコさんの寄稿が掲載されました。タイトルは「低

姿勢な父」。父とは、ウスビ・サコさんの奨学生時

代のカウンセラー、小野内会員のことです。

「お金をもらいにクラブに行くと“世話人”なる

男性が現れた。家まで送ると言い、車の後部座席の

ドアを開けてくれる。この奨学金は運転手までつく

のかと感心した」。後に日本人女性と結婚する際も、

小野内会員が実父かのように口添えしてくれたエピ

ソードを経て、「マリでは企業の重役は車の後部座

席のドアを開けたりはしない。でも、地元の名士で

ある小野内さんは院生の私にそうしてくれた」「私

も今は学長という職にあるが、誰に対しても低姿勢

でフラットに接したい」という文で結ばれています。

サコさんのように、多くの米山奨学生はカウンセ

ラーやロータリアンの振る舞いから学びます。コロ

ナ禍が落ち着き、この事業の真髄である交流が各地

で再開されることを願わずにはいられません。

▼全文は、こちらよりご覧ください。	

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/up-

loads/summary/highlight259_pdf.pdff


