
  

 

東京丸の内ロータリークラブ 

 

第２１回 例会議事録 

 

２０１９年 1月 ２３日(水) 

 

会場 センチュリーコート丸の内 

    アカンサスノース･ルーム 

① プログラム 

◆ 司会進行  古山真紀子会員 

◆ 開会点鐘  尾崎由比子会長 

◆ ロータリーソング 「奉仕の理想」 

         指揮  岸宏保会員 

◆ 卓話者紹介（古山真紀子会員） 

・イニシエーションスピーチ 

 青木 保潔 会員（株式会社 マカ 会長） 

 臼杵 紗季 会員 

（株式会社ﾘｵ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 常務取締役） 

 

◆ ゲスト・ビジター紹介（古山会員） 

・ゲスト：  

堀江 智生 様 

（株式会社 Japan Asset Management） 

堀 鉄平 様（不動産投資家） 

 白石 小百合 様（Whitte 株式会社） 

 高木 美加 様（青木様ご同行者） 

・ビジター： 

西脇 修 様（東京紀尾井町 RC） 

 牛島 聡 様（新クラブアドバイザー、 

  東京お茶の水 RC) 

  青木 隆幸 様（東京お茶の水 RC 直前幹事） 

 笠原 健太朗 様（東京お茶の水 RC） 

・見学（卓話補助） 

 真壁 光明 様（株式会社マカ） 

 

◆ ニコニコ報告（渡邉寿一会員） 

・西脇 修 様 (東京紀尾井町 RC) 寸志 

・尾崎 由比子 会長 

 「本日ご出席のゲストの皆様、ビジターの皆様、

丸の内 RC の例会にご参加いただきありがとう

ございます」 

・朴 善子 会長エレクト 

 「本日は西脇様はじめ牛島クラブアドバイザー

や親クラブの皆様、ゲストの皆様にお出ましを

頂きまして有難うございます。臼杵さん、青木さ

ん、イニシエーションスピーチ楽しみです」 

・臼杵 紗季、古山 真紀子、渡邉 寿一会員 

 （本日合計 32,000 円 〈累計 1,161,500 円〉） 

② 会長報告 尾崎会長 

⑴ 年度半ばにあたって 

今年度始まりましてもう半分が経過いたしまし

た。出来たばかりのクラブで、まずは例会に参加

することで精一杯だったのではないでしょうか。

残りの半年間について、ぜひともお願いしたいこ

とがございます。皆様せっかくロータリアンにな

られたのですから、その特権を生かしてあちらこ

ちらメークアップに行ったり、地区の研修に積極

的に参加して頂きたいと思っております。他のク

ラブの方と交流を持つことは私達にとって貴重な

経験となります。本日は東京お茶の水ロータリー

クラブから３人様、また東京紀尾井町ロータリー

クラブから西脇様がいらして下さいましたので、

ぜひ名刺交換をして次回メークアップのお願いな

どして頂きたいと思います。 



⑵ 台湾の RC との交流について 

 地区の方からお申し出がございまして、女性が

多い台湾のロータリークラブが日本に姉妹クラブ

を求めており、丸の内をその候補にいかがでしょ

うか、ということです。このお話をぜひとも進め

ていきたいと思いますが、皆様いかがでしょう

か？（拍手多数） 

 

⑶ 次回クラブ協議会について 

次回例会はクラブ協議会です。皆様から「この

ような奉仕をしてみたい」というアイデアをどし

どしお寄せ頂きたいと思います。その中から何を

事業計画に入れるかについて、皆様および理事会

の話し合いで決めていきたいと思います。 

 

⑷ １月お誕生日 

古山 真紀子 会員（前回欠席） 

 

③ 幹事報告 塩島幹事 

⑴ 今後の例会日程、合同例会(5/22)について 

年度後半の例会の日程が確定しました。 

２月６日 クラブ協議会 

２月 20～21日 地区大会（例会はなし） 

３月６日 一周年記念食事会（夜例会） 

３月２０日、４月１０日、４月２４日 

これに加えて親クラブのお茶の水 RC から合同例

会のお誘いを頂いております。 

▽５月２２日（水）12:30~ ホテルグランドパレス 

お茶の水 RC の皆さんと親睦を深められるよい機

会ですので、ぜひご参加ください。 

 

⑵ 東京丸の内ロータリークラブ加盟認証一周年

記念食事会について 

 食事会は内輪でささやかに行う予定ですが、そ

の中で、余興が出来る会員の方、または余興の良い

アイデアがありましたら、お寄せください。また今

日のご歓談時間に皆さんでお話し合いください。 

④ 出席報告 臼杵会員 

会員数 21名 ゲスト 4 名 

出席数 15名 ビジター 4 名 

欠席数 6 名 出席率 71.4％ 

前回修正 出席率 ％ 

 

⑤ イニシエーションスピーチ １：     

青木 保潔 会員         

株式会社マカ会長  

 イニシエーションスピーチ ２：   

臼杵紗季会員      

株式会社ﾘｵ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

常務取締役                             

⇒後掲 

⑥ 今後の予定 田路会員 



今後は原則月に一回イニシエーションスピーチを

全会員に順番に担当していただき、もう一回の方

が外部卓話と、このような構成で進めていきます。

３月２０日はアジェンダでは調整中となっていま

すが、こちらは渡邉会員にイニシエーションスピ

ーチを行って頂くことになりました。4月１０日は

今井菜美子会員と野田会員に１５分ずつイニシエ

ーションスピーチを、４月２４日には外部卓話を

予定しております。 

⑦ 新ｸﾗﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰより 

東京お茶の水 RC 牛島聡様 

みなさん、こんにちは。本日は西脇大先輩にお越し

いただき、ありがとうございます。イニシエーショ

ンスピーチは聞いてみないとわからないものです

ね。東京お茶の水 RCは 25 年を超えましたが、意

外と聞いても覚えていないこともあり、数年に一

辺くらいは会員のことを相互理解するためにイニ

シエーションスピーチがあった方がいいと今日も

つくづく思いました。青木会員は途中で身体のこ

とがいろいろとありながら、それを乗り越えて、全

然暗さを見せないというところも今日よくよく理

解出来ました。また臼杵会員はまさかリクルート

とご縁があるとは思いませんでした。西脇様のい

らっしゃる紀尾井町 RC には江副様の奥様が会員

で在籍されています。前回訪れた時に私はご挨拶

させていただきましたが、私からすると神様のよ

うな江副様の奥様で、大変恐縮しながら握手させ

て頂いた記憶があります。今後も皆さんぜひいろ

いろなクラブへ行ってください。お茶の水 RC の青

木会員は本当にいろいろと行っていて、入会１０

年でなんと皆出席です。ぜひロータリーに居ると

いうことを上手く使って頂きたいと思います。 

 お茶の水と RCの合同例会ですが、通常の例会と

は少し違って、テーブル毎に各委員会の人が集ま

って、日ごろ聞きたいことなど情報交換をやろう

と思っております。これはうちの会員にはまだ伝

えておりません。うちの会員はシャイな人が多い

ものですから、丸の内さんの若い方々が来るとな

ると尻込みしそうなので。その点皆さんご理解く

ださい。 

※ 事務局より連絡  桑原 

① 事務局と会員との連絡について：  

事務局の重要な仕事に、地区のガバナー事務所

や委員会からのご連絡を皆様にお伝えすることが

あります。皆様一斉にお伝えすることは Facebook

にて行っています。特定の方のみ対象の場合は、地

区からのメールを転送するという形をとっており

ます。その場合には、宛名に皆様のお名前が入って

います。そのようなメールは皆様にお伝えしたく

て送っていますので、ぜひ読んで下さい。そしてお

返事が必要な場合は早目にお願いします。内容に

よっては、「出席します/しません」で大丈夫な場合

と、「この該当者の中から何名の出席が必要です」

という場合があります。そのような場合は該当者

の中で話し合っていただいて、「この２名が出席し

ます」というような形でお返事いただければと思

います。 

 

② 例会への出欠のご連絡について： 

 東京丸の内ロータリークラブでは例会への出欠

の事前ご連絡をお願いしております。それは例会

の運営上もさることながら、会場であるセンチュ

リーコート丸の内さんが皆様のために用意してく

ださるお食事を無駄にしないという意味もござい

ます。「フードロスをなくそう」というのが当クラ

ブのテーマでもあります。例会への出欠のご連絡

を忘れずにお願い致します。通常は、例会前の金曜



日までに出欠のご連絡を頂き、月曜日のお昼には

センチュリーコートさんに人数のご連絡をしてい

ます。ただ、インフルエンザも流行っておりますし、

これから年度末にかけて皆様ますますお忙しく、

当日突然来られないという場合もあると思います。

その時もやはりご連絡をください。当日キャンセ

ルはできませんが、作って頂いたお食事を皆様で

分け合い、残飯の出ないようにしたいと思います。

遅れていらっしゃる場合にもどうぞご連絡をお願

いします。 

 

◆ 閉会点鐘  尾崎会長 

 

イニシエーションスピーチ１

青木 保潔 会員     

株式会社マカ 会長 

 みなさん、こんにちは。青木保潔です。まずは私

の自己紹介からいたします。 

 私は 1963 年昭和 38 年生まれ、５５歳です。生

まれは神奈川県の日吉です。近くの広場でサッカ

ーやラグビーなど球技ばかり見て過ごすような幼

少時代でした。私は勉強よりスポーツが得意で、中

学までサッカーのゴールキーパーを務め、「目指せ、

全日本！目指せ、ワールドカップ！」が夢でした。

家族は、当クラブ会員の朴善子さんが私の家内で

す。私は目が不自由で、盲導犬エマの他２頭の犬と

生活しております。住居は横浜市旭区の日本補助

犬協会の訓練所に隣接しておりまして、夜になる

とラブラドールが５頭くらい遊びに来る、そんな

生活です。 

 私は視覚障害の２級です。病名は網膜色素変性

症といって難病指定されており、現在の医学では

治すことが出来ない病気です。簡単に申しますと、

網膜という、写真でいえばフィルム、映画でいうと

スクリーンがどんどん破壊されていき、いくらレ

ンズを通してもそこに映し出されないので、記憶

に残らないという病気です。 

 

 

 

この病気を宣告されたのは私が２０歳の時でし

た。車の免許証を取るために眼科に行って発覚し

ました。複数の大学病院に行きましたけれども、ど

この診察も同じで、早くて１年、遅くても５年～１

０年位で徐々に失明していくでしょうということ

でした。ですから、私は２０歳の時に「目の寿命は

あと１年」という宣告をされたわけです。当然悩み

ましたけれども、悩んでも１年、落ち込んでも１年、

ということで、では自分はどうすればよいのか、と

いうことを一生懸命考えました。その結果、まずは、

見える時間を大切に。そして、出来る限り美しいも

のを見ておこう、ということにしました。時間がな

い、お金が欲しい。どこかに就職しても１年位で見



えなくなってしまうのだったら、自分で仕事をし

てさっさと稼ぎたい、と思いました。当時はバブル

でしたから、不動産業、その後建築関係、屋形船な

ど、思いつく限りやりました。 

視力の方も何とか保ちながら、2002 年ワールド

カップの時、渋谷道玄坂を急いで歩いていて車止

めにお腹をぶつけ、動けなくなりました。救急車で

病院に運ばれてみると、腸が破れていて、何か月か

入院しました。それがそれまでの自分を振り返る

良い機会ともなり、「見えるうちに何か人の役に立

つことをしたい」と思うようになりました。それで

私は 2004 年に NPO を立ち上げました。障害者の

ためになることなら何でもやってやろう、という

ことで、いろいろやりました。人間で一番大切なの

は、子供の命ではないか、と、海外へ心臓移植をし

に行く子供たちのお手伝いもしました。病気を持

つ方の家族の病院への送迎ですとか、身体障害者

補助犬のお手伝いもし、そこで朴さんと出会いま

した。最初お助けした５人の身体障害の方につい

ては皆上手くいって、喜んでいたのですが、その後

３人くらい続けて待機中にお亡くなりになって、

「やったことが報われないことのあるんだなあ」

と悟りました。 

そうした中、アルゼンチンであるブラインドサ

ッカーの世界大会の応援をしていると、その壮行

会で、私の友人が連れてきたオペラユニット「レジ

ェンド」という、国立音楽大学出身の５人の歌手と

２人のピアニストのグループに出会いました。今

度このグループをプロデュースしたいので協力し

てくれないか、と言われ、これが私の前職になりま

した。私は音楽は好きですが詳しくはないので、資

金提供をし、後に社長になりました。すると、７人

のメンバーにお給料を払わなくてはならないとい

う問題に直面しました（ここでレジェンドの動画

放映、映画主題歌「永遠のゼロ」）。 

2006 年に結成しましたレジェンドが、ソニーミ

ュージックからメジャーデビューしたのが2011年

です。「永遠のゼロ」はその年の大晦日にフジテレ

ビでの放映が決まっており、デビューの日は 2011

年 4 月 10日に設定されていました。皆さんご存知

のようにその年の 3 月 11 日は東日本大震災でし

た。大震災後は世の中全く違ってしまいました。そ

の１か月後のデビューですので、「え？『永遠のゼ

ロ』が何？」という感じでした。震災の１０日後に、

釜石から入りまして被災地に慰問に参りました。

まるで爆弾が落ちたかのように、ものすごかった

です。被災者の皆さんは体育館に段ボールを敷い

て生活していらっしゃいました。 

私がレジェンドの仕事をする上でまず思ったの

は、サントリーホールで、フルオーケストラで、ゲ

ストではなくて公演をしたいということ。クラシ

ックですから、７人メンバーでもギャラは一人分

です。つまり、一人分の金額がものすごく少なくな

ってしまうのです。これを打破するにはどうした

らよいか。やはり知名度。そして CD。そして紅白

に出場すること。紅白に出場すると、ギャラは大体

３倍から１０倍に引きあがります。そうでないと、

うちのメンバーは暮らしていけない。 

そうした中、後ろでピアノを弾いている２名に

人気が出てきました。この子たちは「鍵盤男子」と

いう名でメジャーデビューしました（動画放映）。

その後にこの中の一人であるイケメンの大井健が

docomo のコマーシャルに出て、ソロデビューしま

した。レジェンドは、グループとしてどんどん慕わ

れていって、良かったです。2016 年、結成 10 年の

時に、「独立したい」と言われ、話し合いの上で「頑

張ってごらん」ということになりました。 

ということで、私は 2016 年にこのグループを手

放し、同時に私自身も常勤で務めていた仕事はす

べて辞め、相談役とか株主といった仕事に専念す

ることにしました。その後両足の骨折をした際に、

入院中これから何をしていこうかと再び考えまし

た。そしてやっぱり思ったことは、社会貢献なので

す。私がロータリーに入りましたのは、尾崎会長や

うちの家内のご縁もありますが、やはり「みんなで

楽しく社会貢献しよう」というようなところに惹



かれました。「自分のことというよりも世の中に目

を向けたい。僕自身は目が悪いですから、いつまで

歩けるかわからない。でもまだ引退してしまうに

は早い。最後に何か出来ないか」と思ったのです。 

それまでやっていた会社「エル」はレジェンドが

去ったと共に社名変更し、「マカ」となりました。

今日お手伝いしてくれている真壁くんがやってい

ます。真壁くんは 10 年間レジェンドのマネージャ

ーをしておりまして、門前の小僧のごとくオペラ

が歌えるようになり、歌手になりました。歌手兼マ

ネージャーとして、今現在は西川悟平という「７本

指のピアニスト」のマネジメントをしています（紹

介動画放映）。彼はジストニアという難病で、１０

本のうち７本の指しか動きません。最初は右手の

５本のみ。毎日毎日練習してやっと左手の２本も

動くようになりました。今は８本目も少し動くよ

うになったそうですが。その他、マカでは、「大人

のためのピアノコンクール」も年間１２本くらい

やっております。それから、エベレストから帰還で

きなかった冒険家のためのコンサートを最近オペ

ラシティでやりました。来年に向けては、札幌を中

心に北海道で 1 万人規模のクラシック・コンサー

トを計画しているところです。他にもいろいろな

ことをやっておりまして、アーティストののどを

守るための除菌スプレーや、ピアニストの指を守

るためのハンドクリームなども手掛けています。

思いつくことは何でも形にしてやっていきたいな

と思っております。 

私自身が今勉強中なのは、障がい当事者講師と

いう講師業です。それは、障がい者が自らの言葉で

皆さんに障がいを訴え、心のバリアフリーである

「気づき」にもなっていただければ、ということで

す。 

ロータリーに入ってきた目的としまして、皆さ

んと仲良く奉仕活動をしていけたらと思います。

どうぞ今後ともよろしくお願いします。 

 

 

イニシエーションスピーチ２

臼杵 紗季 会員     

㈱ ﾘｵ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

常務取締役   

私のビジネスのお話をさせていただきます。 

リオグループは、大きく不動産運用とコンサルテ

ィングを行うリオ・ホールディングスという株式

会社と、法務と税務会計のエキスパートであるリ

オ・パートナーズという二つの組織からなってい

ます。営業開始から 20 年超が経過し、売り上げは

130 億を超えるようになりました。 

リオグループは、「ファミリーオフィス」というサ

ービスを提供しています。ファミリーオフィスは、

欧米で発達した形態で、プライベートバンクと並

びウェルスマネジメントの一種です。事業に成功

した富裕資産家のファミリーが所有する事業や資

産を積極的に経営・保全・運用し、現世代のリーダ

ーシップ、 役割分担や資産分配、未来世代への継

承やその育成を行うことで、ファミリーの永続的

な発展を目的として運営される、一種のプライベ

ート組織体制を言います。 

リオのビジネスエリアはウェルスマネジメントの

領域で、特に金融商品ではなく不動産に特化して

いることが特徴です。日本では、相続財産の半分以

上が不動産ですので、日本のウェルスマネジメン

トは不動産なしに語れません。 

この不動産を運用しながら、重い税負担を行い、事

業承継もしていかなければならない富裕層は大勢

いらっしゃいます。リオではそのような資産家を

対象に、ファミリーオフィスサービスを提供して

いるのです。不動産だけでなく法務、税務のサービ

スを提供することから、ウェルスマネジメント業



界のユニークな存在として現在も拡大をしており

ます。 

国内では 460 棟の物件を全国で運営しています。

また、その中には 11 棟のホテル物件が含まれてい

ます。 

比較的大きな企業規模になる当社での私の責務は、

グループの経営と子会社管理でして、最近ではホ

テル事業が大幅に拡大しホテルのスタッフ数が

200 人を超えていますので、ホテル運営会社の経営

を行っています。 

 

 

さて、私自身について、主に大きな影響を与えた事

柄を中心にご紹介します。 

1977 年、臼杵家の 2 女として横浜で生まれました。 

商社マンの父の転勤にともない、8歳よりブラジル

のサンパウロにて生活することになり、中学 3 年

生までを日本人学校で過ごしました。 

ブラジルでの生活では、日本を外から見る感覚（当

時はバブル全盛、いじめや不良といった学校問題

も盛ん）や、世界には激しい貧富の差があること、

自己主張は必要ということを知りました。 

幼少期より、姉も私も「自分で仕事を持ち、食べて

いけるようになりなさい」と育てられました。親族

にも、仕事を持って活躍している女性が多かった

のですが、特に刺激を与えてくれたのは、私の祖母

の妹、つまり大叔母でした。大叔母は女学校を卒業

後、横浜正金銀行という「東京銀行」の前身の銀行

へ就職しました。もともと女性を登用する風土の

ある貴重な組織であったようですが、女子派遣制

度を利用してイランへ派遣され、海外送金や外為

関連の仕事をし、その後はロスアンゼルス、シカゴ

へ転勤し、定年を迎えるまで単身シカゴで勤め上

げました。写真は高校時代に大叔母を訪ねた時の

ものですが、私よりさらに小柄な体でフォードの

ムスタングを乗り回し、流暢とは言えないけれど、

なぜか通じる英語を話し、アメリカで普通に生活

している姿はとても印象的でした。 

 

もう一人は、父の姉である伯母です。伯母は私が中

学生のころに全国で初めて、当時の三和相互銀行、

現在はトマト銀行という名称の地銀で全国初の女

性ばかりの支店の支店長になり一躍時の人になり

ました。三宮にあったその支店はフロアに白いグ

ランドピアノが置いてあり、階段を下りてきた伯

母の輝かしい姿が記憶に残っています。 

60億円の預金を集め、その経済効果は 200 億とも

いわれたそうですが、激務から体調を崩し、入院、

その後、復職してからは文化財団の専務理事とい

うラインから外れたポストに就きました。 

写真はその当時、高校 3年生の私が、伯母のカナダ

旅行のお供に連れて行かれた時のものです。その

翌年、1 月 15 日に私のリクエストで大阪の国立文

楽劇場へ連れて行ってもらい、観劇後に三宮の叔

母の部屋に泊まり駅まで送ってもらった次の朝が

1 月 17 日、阪神淡路大震災でして、それが伯母に

会った最後になってしまいました。 

 当時はあまり理解していませんでしたが、享年

52歳、キャリアも人生も早すぎるお別れでした。 



大変可愛がってくれた伯母の突然の死は、人間は

いつ人生を終えるか分からないので悔いのないよ

う毎日を全力で生きようということと、人と人と

の関係において感謝はすぐに伝え、ネガティブな

感情はその日のうちに解消しそのあとに持ち越さ

ないこと、伝えたいときにその人はいないかもし

れないのだから、でした。 

 

高校 3 年の春をそのような心持で過ごしたのち、

大学、大学院生活は関心のあった建築と都市計画

を主に専攻しました。海外の都市を多く見て回っ

たこともあり、日本の街並みが豊かでないと感じ

ていたことから将来は、日本の街並みを変える仕

事をしたいと思うようになりました。また、日常的

に湘南の海が近かったこともありウィンドサーフ

ィンをはじめました。毎日、車を乗り回してキャン

パスと海と自宅を行ったり来たりする自由な生活

を送っておりました。 

 

実は最終的に私の職業人生に大きな影響を与えた

方がおられまして、それがリクルート創業者の江

副浩正さんです。リクルートは人材輩出会社とし

ても有名ですが、プライベートで育英会を構えて

おられ、ご自身の趣味のオペラやピアノといった

芸術関係にくわえ建築系の学生に対して奨学金を

出しておられました。私は運よく修士課程の２年

間、その奨学金をいただけることになり、そのご縁

で江副さんのプライベートカンパニーであったス

ペースデザインというディベロッパーにインター

ン学生として通わせていただくことになりました。 

そこで見た世界は、一つ二つ年上でしかない先輩

が南アフリカ大使館に単独で契約交渉に行ったり、

新しいプロジェクトを始めると言えば現地に何日

も泊まり込み夢中になって取り組んだりというも

のでした。私はもともと大手商社マンの娘で、ビジ

ネスって敷居が高く難しそうと思っていたのです

が、そこで過ごすうちに「なんだ、仕事って案外や

ればできそうじゃないの」と思うようになりまし

た。当時なぜ先輩たちが厳しい交渉も状況も楽し

んでいたかと言えば、それは自分で物事を決めて

良いとされていた、小さい領域ながら経営を任さ

れていたからでした。 

そこでの経験を通じて、私は「なんだか自分もやれ

そうな気がする。自分で判断ができる人間、自分で

何かを実現できる人間＝経営者」になりたい。と思

うようになりました。 

そこで、江副さんの会社から仕事を受託していた、

やはりリクルート卒業生で駆け出しのリオの社長

と顔見知りになり、創業間もない 10数人のリオに

合流することになり、17年を経て現在に至ります。

当社も、江副さんのイズムを引継ぎ、新人のころか

ら仕事を任せ、自分で判断する機会を与えること

をモットーにしております。 

 

今後につきましては、不動産の活用により街に新

しい価値を生み出すことにより、経済の発展に寄

与して参りたいと考えております。 

そのためにも、ロータリーでの活動を通じ、全国の

クラブを訪問するなかで今後も多くの素晴らしい

皆さまとの交友を深め、自ら成長して参りたいと

思います。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

（ 議事録作成：事務局桑原、 

         臼杵会員 IS：臼杵 紗季 ） 


