
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月は 経済と地域社会の発展月間 

      米 山 月 間 

 

本日のプログラム 

   点 鐘    

   国歌斉唱      君が代 

   ロータリーソング  奉仕の理想  

四つのテスト 

   会長挨拶  

   出席・スマイル報告    

   委員会報告 

   理事会報告・幹事報告  

I.G.M.(B グループ)報告 

卓話者紹介       加藤健治君 

   卓 話  国際弁護士  田口亮様 

   「国際弁護士とは？米国企業法務部の実態」 

   会長謝辞 

    

点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話者のご紹介 

田口 亮（たぐち あきら）様 

1975年東京大学理科 I 類入学 

1980 年東京大学教養学部教養学科アメリカ課卒業。 

1980年千代田化工建設入社。法務部に勤務。 

主に国内外の建設請負契約やライセンス契約等の契

約・法務業務に携わる。海外での契約交渉の例：アメリ

カでのメジャー石油を相手としたライセンス契約交渉、

エクアドルでの石油精製所建設プロジェクト請負契約

交渉、シンガポールでのトラブル案件の和解交渉、トル

コでの電力発電プロジェクト BOT 関連契約の交渉、イ

ンドでのライセンス契約交渉、インドネシアでのプラ

ント建設プロジェクトの契約交渉。 

1988 年ニューヨーク州とマサチューセッツ州の弁       

護士資格取得。 

1991年日本モトローラ（当時）入社。法務部長。モトロー

ラ社アジア太平洋地区法務担当。 

1997 年モトローラ社を円満退職。法務翻訳を専門に扱う

株式会社カイ・コーポレーションを横浜市にて設立。 

2002年登記上の本店を岐阜県多治見市に移転。 

2015～2016 年度 第 50 期会長テー

マ 

 「みんなで祝おう 50周年」 

 

 

例会日 毎週木曜日 

例会場 産業文化センター 

事務局 多治見市新町 1-23-4F 

TEL  0572-25-5100 

FAX  0572-25-5101 

Email  n-rc@joy.ocn.ne.jp 

HP  http://tajiminishi.jimdo.com/ 

会長 関谷泰久   幹事 佐藤正 
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   2015～2016年度 第 50期会長テーマ 

  「みんなで祝おう 50周年」 

                 

  国際ロータリー第 2630 地区東濃グループ 

 多治見西ロータリークラブ 

創立 30周年記念誌 創立 40周年記念誌 

創立 10周年記念誌 

創立 20周年記念誌 

例会日 毎週木曜日 

例会場 産業文化センター 

事務局 多治見市新町 1-23-4F 

TEL  0572-25-5100 

FAX  0572-25-5101 
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10月の例会行事 

1 日 卓話 国際弁護士 田口亮様 

「国際弁護士とは？米国企業法務部の実態」 

8 日 特別休会 

15 日 SAA担当 

22 日 卓話 社会保険労務士 田中裕二様 

「マイナンバーについて」 

29 日 お祝い例会 

1 日(木) 諮問委員会  午後 6時 「松 正」 

 出席者：山﨑正司 服部賢治 伊藤正雄 佐藤正 

     各務和宏 伊藤義弘 山田正史 

11 日（日）職業奉仕部門セミナー 

  点 鐘：10:30   場所：岐阜都ホテル 

  出席者：会長 委員長 

15 日（木）I.G.M.（C グループ） 

  時 間：午後 6時  場 所：「松 正」 

リーダー 松本昇  サブリーダー 篠田博文 

     吉川光 松浦毅 山田正史  

佐々木鉾二 森田宏治 

 （R 情報）山下智久 （執行部）佐藤正 

17 日（土）地区ロータリー財団研修セミナー 

 昼食：11:30 点鐘：12:00 場所：岐阜都ホテル 

 出席者：会長エレクト         

先週の記録  ● 出席報告 

会員数 39名 免除者 6名 出席義務者 33名 

出席者 欠席者 出席率 

25 名 10 名 75.75％ 

● スマイル報告  

投函者 20名  金額 21,000 円 

 

 

 

 

                  

 

 

          

今井義郎君コメント 

9 月 23 日秋分の日に生まれたおかげ

でお休みなことが多く、家族でお祝い

の食事をしました。私は普段孫には厳

しい事を言うのですが孫も喜んでく

れました。 

今年結婚 50 年、創業 50 年です。現在私は仕事には

ノータッチですが会社は順調で忙しいようでありが

たく思っています。 

石垣智康君コメント 

気がついたら誕生日が過ぎていたことが多いです。 

今年７４歳になりましたが、本物

とそうでないものをみわける力

が必要だと感じています。最近臨

床心理学の分野の学問が発達し 

てきましたが、私がそれに興味を持ったのは仕事柄

人に接する機会が多いためです。今後もその知 

識を高めたいと思います。 

米山奨学生へ 9月の奨学金をお渡ししました。 

 

 

 

 

I.G.M.（Bグループ）報告 リーダー 伊藤正雄 

日 時：9月 17 日 場 所：松 正 

出席者：伊藤正雄 齋藤明 関谷好弘 石垣智康 

    黒川公男 大澤大二 大嶽政彦 森田宏治 

以下参加者からの発言をまとめました。 

① 周年事業について何の情報もなくさみしい。 

10 月 1 日に概要がわかるようですが、実行委員

長もっと情報開示してほしい。情報開示し全員

参加で盛り上げるべきであり、たとえば「楽し

もう５０周年」など大会のメインテ－マを募集

し、たとえば、例会を利用しみんなで相談した

らいかがでしょうか。 

② 若い経営者等にロ－タリ－の認知を高めるべき

運動をすべき。周年事業を利用したらいかがで

しょうか。 

③ できれば過年度全てのウイ－クリ－を集大成したい。 

④ そして周年事業冊子等も含めて CD にまとめて

配布したらどうでしょうか。 

⑤ 50 周年は一通過点で有り更に６０周年など、将

来を考えた周年事業を期待したい。 

⑥ 土岐川に堤防にあるコンクリ－トの内一部のみ

がタイル張りである。国土交通省の許可等困難

な問題があるも、もっとタイル張り増やす事業

を周年事業したらどうだろう。 

⑦ 40 周年と同じことはしたくない。 

⑧ 周年事業で奉仕活動（ボランチィア活動）をし

たらどうだろう。 

⑨ 周年事業で台湾苗栗 RC との「書画展示会」等

をしたらどうだろう。 

⑩ 「忘年例会」「秋の旅行」などに周年事業の年度

であることの特色をつけたらどうでしょうか。

たとえば「通常予算」からの支出以外に「周年事

業の予算」から支出したらいかがでしょうか。 

鍾 卓螢さん 

修士論文の完成を目指し

て日々頑張っています。 

9月の 

お誕生日 
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