
 

 

2019 年 1 月 9 日 【第 1124 回】 

1月 9日の卓話 12月 19日の出席率 1月 16日の卓話 

  

新年初例会（夜間） 

「魅惑のサンバショー」 

アミーゴスカリエンテス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員在籍者数       36名 

会員出席者数       29名 

会員欠席者数    7名 

本日の出席率     80.56％ 

前々回訂正出席率 78.95％ 

 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 白幡隆広様 

≪第 1123 回例会報告 2018 年 12 月 19 日≫ 

司会：井上会員 

■点鐘：本多会長 

■ロータリーソング斉唱「それでこそロータリー」 

 ：ソングリーダー 櫻田会員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：佐藤正樹副会長 

■来賓紹介：本多会長 

 ゲストスピーカー 姫 軍 様 

■ビジター紹介：尾身会員 

 大久保章宏様(山形南ＲＣ・次年度ガバナー) 

 嶋村文男様(東京東江戸川ＲＣ) 

 栗山義広様（東京臨海西ＲＣ） 

 飯塚憲貴様（東京臨海西ＲＣ） 

 西野充英様（東京臨海西ＲＣ） 

■ご挨拶：第 2800地区次年度ガバナー 大久保章宏様 

 山形南 RCに所属しております。3年間米山の地区委

員長をやっておりました。姫軍さんに講演をしてい

ただきたくメッセージを送っておりました。本日臨

海 RCに来ていることが分かりまして、参加させてい

ただきました。地区大会前にお会いしたかったので

す。山形市民文化会館で 10月開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長報告：本多会長 

・本日例会後、年次総会をこの会場にて開催致します。

会員皆様の出席をお願い致します。 

・東京臨海西 RCは、2018年 12月 13日に RIより加盟

承認されました。 

■幹事報告：佐藤大輔幹事 

・今年の例会は本日が最終です。次回例会は、1 月 9

日（水）午後 6：30からの新年初例会です。 

・12月度定例理事役員会議事録を 12月 14日会員皆様

へメール送信致しました。 

・地区大会の登録料の納入をお願い致します。 

・11月 7日の松坂ガバナー公式訪問日の集合写真が出

来上がりました。お申込頂いた皆様は、写真の受取

をお願い致します。 

・東京東江戸川 RC の 1 月 15 日（火）12：30～13：30

例会は、卓話者 松宮 剛氏（RI 第 2780 地区パス

トガバナー・茅ヶ崎湘南 RC）による「ロータリーと

職業奉仕」の卓話ですので、例会のお誘いを頂きま

した。会員皆様にご案内を既に送付させて頂いてお

ります。出席希望の方は、直接、東京東江戸川 RCへ

申込をお願い致します。 

■委員会報告 

・クラブ基金（鈴木委員） 

 ①姫軍様より、クラブ基金に寄付を頂戴致しました。 

 ②井上晴貴会員より、クラブ基金に寄付を頂戴致し

ました。 

・国際奉仕委員会（酒井委員長） 

 台北仁愛 RC創立 32周年記念式典参加報告。 

・東京臨海西 RC三役ご挨拶 

・会長 栗山義広様：臨海 RCのお役目を持っている

方からの卓話をいただきました。ありがとうござ
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います。クラブ基金も大切にいたします。委員会

も決まってきました。無事に運営できそうです。

1/11初例会を行います。 

・副会長 飯塚憲貴様：結構なハードルですが、期

待されていることなので、精一杯頑張ります。臨

海の皆様からは沢山教えていただきました。臨海

RCクラブのような楽しいクラブを作っていきます。 

 ・幹事 西野充英様：第 1・3金曜日の例会を開催い

たします。メイキャップに行くからねと言って頂

いた言葉が嬉しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出席状況報告：村社会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：佐輝輝彦会員 

(ご意向)久しぶりのメークアップです。宜しくお願い

致します。姫軍さんの卓話、楽しみにしてます。 

：嶋村文男様(東京東江戸川ＲＣ) 

(ご意向)17日の東京臨海西ＲＣの委員会説明会に多数

の皆様に卓話を頂きありがとうございました。 

 ：栗山義広様、西野充英様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)田村様、先日は大変お世話になりました。 

 ：飯塚憲貴様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)姫軍様、本日の卓話を楽しみにしています。 

：本多会長、佐藤正樹副会長、佐藤大輔幹事、井上

会員、斉藤会員、田村会員、尾身会員、髙橋会員、

勝間田会員、入澤会員、村社会員、坂本康朋会員、

酒井会員、須藤会員、佐久間栄一会員、杉浦会員、

佐藤輝彦会員、山田会員、篠塚慎之介会員、大澤会

員 

(ご意向)先週の忘年家族会でとても高価な素敵な賞品

をありがとうございました。：中村会員 

(ご意向)飯塚様、大変お世話になりました。お仕事を

つなげて頂きありがとうございました。：櫻田会員 

(ご意向)東京臨海西ＲＣの皆様、先日はありがとうご

ざいました。今後ともよろしくお願い致します。 

：佐久間裕章会員 

■卓話（紹介者：大澤成美会員） 

「近況報告」 

米山中国学友会初代会長 

東京米山ロータリーEクラブ 2750会員 

姫 軍 様 

 日本のレストランでのお話ですが、トイレに姫と殿

と書いてあるので、自然に姫に入ってしまいました。 

 臨海 RCの昔からの皆様には、大変お世話になりまし

た。私にとって臨海 RCが原点です。ここが全てのスタ

ートです。貧乏学生でした。人生初のゴルフも臨海 RC

で学びました。ゴルフも大分上達しましたが、初心者

と回ることがいかに大変かという思いを考えると、感

謝いたします。相撲部屋のちゃんこも思い出がありま

す。当時の高松会長からお金を頂きまして、これから

は車が必要になるから、これで車を買いなさいとの御

恩は一生忘れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北京大学、東京大学、ハーバード大学と勉強させて

いただきました。これは自慢なのですが、この態度は

指摘されました。今まで自分のことを指摘していただ

けることはありませんでした。様々な恩義を忘れるこ

とはありません。 

 2004年に法律会社を設立いたしました。14年目にな

ります。北京、上海、広州、香港、東京と国際的な事

務所を持つことが出来ました。150 人のスタッフがい

ます。韓国、台湾なども企業締結関係を作ることが出

来ました。東アジアのネットワークが出来ました。我々

の狙っているところです。中国にとって、このネット

ワークがいかに重要か。EUのように行きたいです。国

民性も似ており、ビジネスには強いです。日中関係は

大事です。世界の GDP の 1 位と 3 位が仲良くすること

が大切です。うちの事務所の合同忘年会を開催いたし

ました。円滑なコミュニケーションが大事です。 

日本企業を大事にしています。韓国の問題、中国の

問題が様々あります。対日本企業の訴訟が増えていま

す。韓国、中国で日本企業は弁護士を探すのですが、

デリケートな問題なので、なり手がありません。我々

も検討しましたが、様々な事が未来で生じるかもしれ

ません。しかし、この案件は私の人生です。私がやら

なければ誰がやる！この案件は受けなければならない。

私一人でもやるので、会社を巻き込まないようにする

とまでしましたが、会社のみんなも納得してくれまし

た。弁護士が見つからないのも、中国の弁護士として

の恥です。日中関係が最近よくなってきましたので、

様々な争いごとは減ってきています。歴史の和解で決

着をしたいと思っています。闘うのではありません。

成功させていきたいと思います。 

日本政府からも安心していただける仕事をしていま

【27件 67,000円  累計 1,076,241円】 
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す。10周年パーティーに大使が来てくれました。様々

な意見がありましたが、個別に行使が 7 人来てくれま

した。中国企業も日本に投資したい。私は本を出しま

した。「日本への投資」です。大使の友人としての推薦

状もいただきました。中国で大変売れました。 

 今年の 3 月 95 歳の父が亡くなりました。母が 2014

年に亡くなりました。両親を送ることが大成しました。

父で感銘したことは、父は日本軍と戦っていたのです

が、差別的な発言や教育をせず、私を育ててくれたこ

とです。現在子供が 3 人います。子供は野球が好きな

のですが、日本にチームで来た時に、試合をしたいと

申し出ました。日本は野球が強くて勝てないけれども、

プライドをもって負けてくださいと伝え、結果 2-22と

完敗でした。しかし子供たちが、野球の練習を自主的

にしたいと言ってきました。感動しました。 

 10周年の事務所旅行に様々な候補がでましたが、鹿

児島の指宿に行きました。皆満足でしたが、買い物の

時間が短いと文句が出ました。皆、日本が大好きです。 

 中国では 50になったら天命を知る。孔子の言葉です。 

西郷も大好きで尊敬しています。俳優の鈴木氏に似て

いるらしいです。自分の天命が何なのかをよく考えて

いきたいと思います。自分の天命が報告できるように

したい。50迄にあなた自身が何をやってきたかが重要

です。私に芽生えた魂は、すべて繋がって行動してい

ます。事務所を通して、日本国との関係含めて、自分

しか出来ないことをやって行きます。天命を知ること

は人生を知ることです。あなたの生きている意味や使

命はなんですか。いかに自分が努力して周りの人に影

響して、出来ることをやって行く。なぜ出来るかは、

臨海の皆様の教えです。皆から頂いた愛情、期待、信

頼を大切にしていきたいです。 

■点鐘：本多会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ年次総会報告 
日 時 2018 年 12 月 19 日（水） 13：35～13：45 

場 所 東武ホテルレバント東京 3 階「芙蓉の間」 

出席者 会員 36 名中 29 名出席 

議 案  

1.次年度理事・役員選出の件 

⇒ 下記原案通り承認された。 

【役員】 

会  長         佐藤 正樹 

副会長（元会長）   髙橋 映治 

会長エレクト      笹本 寛治 

幹 事          杉浦 孝浩 

会 計          中村 群一 

会場監督（SAA）   佐久間裕章 

直前会長        本多 信雄 
副幹事         酒井 教吉 

 

【理事】 

クラブ奉仕委員長  鈴木 孝行 

職業奉仕委員長   佐藤 大輔 
社会奉仕委員長   大澤 成美 

国際奉仕委員長   舛本 俊輔 

青少年奉仕委員長 入澤 昭彦 
会計監査       斉藤 実 

親睦活動委員長  井上 晴貴 

親睦活動副委員長 田村 浩康 

理 事         須藤宗之助 

      

※理事会は上記役員・理事の計 17 名で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年始挨拶 

東京臨海ロータリークラブ 

会長 本多 信雄 

新年明けましておめでとうございます。 

日頃より東京臨海ロータリークラブの活動にご理解・ 

ご協力を頂き深く感謝申し上げます。 

 本年度も半年が過ぎ、会長としての役割も理解出来 

始め、２５周年の記念例会も終わり、ほっとし始めた 

所に、東京臨海西ロータリークラブ設立と急遽なり、 

残り半年は新クラブ誕生の記念事業を全力で任務に当 

たりたいと思います。 

 新クラブのチャーターメンバーは２７名と盛大で活 

発なスタートなので今後のロータリークラブの変革に 

も繋がる様に全力で取り組みます。 

 我々東京臨海ロータリークラブも引き続き、５０名 

体制を目標としてオレンジボール大会も盛大にして奉 

仕活動を活発にしていきますので、会員の皆様には引 

き続きご協力の程をよろしくお願い申し上げます。 
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年始挨拶 

東京臨海ロータリークラブ 

副会長 佐藤 正樹 

新年明けましておめでとうございます。 

日頃より東京臨海ロータリークラブの活動にご理解・ 

ご協力を賜り、深く感謝致します。 

 早いもので今年度も半年が過ぎ去りました。 

本多会長年度において、我々が新クラブを創設する 

という名誉ある素晴らしい機会に恵まれております。 

残り半年、本多会長、栗山新クラブ会長をお支えし、 

さらに活気あふれるクラブにすべく全力で尽力させて 

頂きますので、皆様からのご理解・ご協力を宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年のご挨拶 

東京臨海ロータリークラブ 

幹事 佐藤大輔 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は 25周年というイベントを抱え、さらには記念

事業としての新クラブ創設と色々なことがありながら

も、皆様の多大なるご協力のもと、無事にクラブ運営

を進めることができました。本当にありがとうござい

ました。 

今年も皆様のロータリーライフが充実するよう、幹

事として微力ながら身を粉にして頑張って行きますの

で、昨年同様のご協力をよろしくお願い致します。 

PS、本当は先月の忘年家族会で精も根も尽き果てまし

た。本当に恥ずかしかったです！今年の忘年家族会も

是非同じ企画でお願い致します！犠牲者の輪を広げま

しょう！ 

 

 

地区研修協議会実行委員会御報告 

12月 13日（木）、ホテルグランドパレス 3階「ユ

リの間」にて、新本 GE、新垣次年度地区幹事と 2019

年 4月 23日（火）開催する第 2580地区 地区研修 

協議会の 1回目の実行委員会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋城北ロータリークラブ  

竹内親睦活動委員長よりご報告 

先日は台北仁愛 RC創立 32周年記念式典の際に、皆 

様にお世話になり、ありがとうございました。 


