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東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 33 回例会 2019.6.3 （＃2239） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 地引君 会費係 内田君
受付係
福田君 保科君
司会者 薗君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 乳井君

前回の報告
第 32 回例会 2019.5.27 （＃2238） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 須藤君 会費係 伊藤君
受付係
薗君 植芝君
司会者 荘村君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 後藤君

卓話「『新朝鮮通信使を考える』

卓話「戦前・戦中・戦後を生きて、そして今」

～江戸時代の朝鮮通信使から学ぶ日韓友好～」
元米山奨学生 魏 聖銓（ウィー・ソンジュン）氏
紹介者 新保会員

㈱エルインターナショナル代表取締役
元東京紀尾井町 RC 会長 レイコ・リスター氏
紹介者 齊藤会員

会長報告
1）本日、元東京紀尾井町RC会長のレイコ リスター樣にお話をいただきます。
2）ロータリー財団より、ポールハリスフェローの認証バッジが届いております。3月のポリオ撲滅チャリティーの収益金を、
全会員に均等割りして＄200づつ寄附致しました。また、年会費より＄230全会員分寄付を行っております。各自累計で
PHFの認証ピンが贈られます。このたび、＄1000に達した、福田、後藤、細谷会員にPHF 、＄3000に達した秋山会員に
PHF Pin 2が届いております。
3）今夕、維新號にて新旧合同のクラブ協議会が御座います。該当のかたはお集まりください。
現委員長は今期を振り返り活動報告をしていただき、次年度の各委員長は参考にされて次年度に生かしてください
4）今期の最終例会は、食味会を兼て 17 日に夜間移動例会として開催致します。スペシャルメニューをお願いしており
ますので多くの皆様にご参加頂きたいと存じます。
幹事報告
1）6時からの、新旧合同のクラブ協議会には、今期各委員長、来期各委員長はかならずご出席下さい。
各委員長は、活動計画書、業績報告書を期日までに提出してください。
2）6/17 日の最終例会のご案内を配布していたしました。皆様ご参加下さい。
ニ コ ニ コボ ッ ク ス

例会記録
会員総数 46名 出席会員数 35名
ゲスト
1名 その他
0名
ビジター
1名 事務局
2名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名 出席率 80.09％
────────────────
5 月 13 日 Make-up 後の

出席率 82.26％
【今週の MU 状況】
佐藤・荒川・若林・吉田会員
（5/29 次年度会長幹事会）
乳井会員（5/29 お茶の水 RC）

新保会員：後藤委員長、健康ウオーキング
谷中、ありがとうございました。参加
の皆様、暑中ありがとうございました。
大変楽しかったです。
木元会員：昨日郊外ウオーキングに参加
させていただきました。後藤委員長に
は大変お世話になりました。ありがと
うございました。
保科会員：後藤委員長様、ご参加の皆様
昨日は谷中の郊外ウオーキングで
楽しいひと時をありがとうございました。
薗会員：健康ウオーキング、暑かったけれ
ど楽しかったです。後藤さん有難うご
ざいました。
後藤会員：健康ウオーキングご参加あり
がとうございました。
内田会員：誕生日（5/10）

次回予告
第34回例会 2019.6.10（＃2240）
会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 木寅君
受付係 須藤君 若林君
会費係 吉田君
司会者
薗君
ソングリーダー 乳井君

卓話「東北すくすくプロジェクト」
東京RC 橋本 有司氏
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イニシエーションスピーチ
中村 和典氏（3/1 入会 飯嶋会員紹介）

皆様はじめまして、中村
和典と申します。先日ご挨
拶させていただいた方もい
らっしゃると思いますが、ま
だご挨拶していらっしゃらな
い方は、ご挨拶が遅くなり
申し訳ございません。
この度麹町ロータリー倶楽部に入会させていただくこと
になり、誠にありがとうございます。身に余る光栄でありま
すとともに、皆様に今後お世話になるに当たり、是非ロー
タリー倶楽部が益々素晴らしい会になるよう貢献してまい
りたいと、身の引き締まる思いです。
10 分間で私自身をお伝えするのは難しいので、「顔の
黒い若造」を見つけたら、中村と思っていただければ大丈
夫かもしれませんが、覚えていただくためにモットーを言
わせていただこうかと思います。
私のモットーは、「昨日より今日、今日より明日」「思い
立ったら吉日」です。以下、仕事のお話をしながら、少しで
も自分自身のことをお伝えできればと思います。
今の本業の職場はヘッジファンドです。年金基金等の
機関投資家の方の資産をお預かりして、上場企業に投資
させていただきながら資産運用をする仕事です。その傍
ら、弁護士業務も個人でやっており、ベンチャー企業の社
外取締役として活動したりもしております。
「思い立ったら吉日」のスタンスなのか、現在 33 歳です
が、転職を三回しております。大学卒業後は、裁判官をし
ておりました。お見せすると、こちらが本物の法服です。さ
いたま地方裁判所にて 3~4 年ほど裁判官として執務して
おりました。具体的には、刑事事件。ちょうど裁判員裁判
が始まった頃合いで、一般の方々と一緒に裁判すること
もよくやっておりました。
また、少年事件もやりました。親世代の方からすると、
裁判官として僕が出てくると結構驚かれたのですが、真
面目にやっておりました。
その後、人事院留学という制度を使って海外に派遣さ
せていただく機会があり、ロンドン大学で修士課程を取得
しました。
ただ、海外で勉強をしながら、改めて外から日本の裁
判所を俯瞰すると、改めて気づくこともありました。そこ
で、もともとは、「最後の番人」を目指して裁判官としてあ

るべき姿を追求しておりましたが、もっと手前の紛争解決
に携わりたいとの考えから、弁護士になることを決意し、
裁判官を退官し、麹町にあります桃尾・松尾・難波法律事
務所にて勤務しておりました。
法律事務所にて企業法務を担当する中、法律以外の
ことにも興味が出て、もっと中知りたいと思うようになりま
した。そこで、弁護士資格を外して、メリルリンチ日本証券
の投資銀行部門にて、アナリストとして M&A の助言サー
ビスをする仕事につきました。それで飽き足らず、今度
は、資産運用の側の仕事をしたいと考え、いまの仕事に
おります。
趣味は、ジム通いです。30 代にして何よりも健康が一
番ということを感得しまして、健康なものしか食べないよう
になりましたし、早寝早起きという点で、朝は 3 時台に起
きて会社に 5 時に行く生活をしております。
ゴルフもやっていて、流行りのライザップゴルフに行っ
て一時期うまくなったのですが、リバウンドしました。
まとまりがないお話をさせていただき恐縮ですが、こう
やって皆さまにお会いしたことも何かのご縁だと思います
ので、常に明るく、謙虚に、日々皆様の背中を見て成長し
ていければと思っています。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほどどうぞ今後ともよろしく
お願いいたします。
ク ラ ブ だ よ り N o. 3 3

『多数ご参加下さい』
6 月 17 日（月） 18：00～ 最終夜間移動例会
＠青山サバティーニ
7 月 15 日（月・海の日） 12：30～13：30
ベルギー大使夫妻送別の会
東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場

1968 年 6 月 17 日
月曜日 12：30
ホテル･ニューオータニ

会 長
新保 雅敏
幹 事
飯嶋 一晃
会報委員長 駒井 愼二
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