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本日の卓話者ご紹介
つばさ社会保険労務士事務所
所長 遠山茂雄様

卓話

「ウィズコロナ時代における
新しいコミュニケーション術」
つばさ社会保険労務士事務所
所長 遠山茂雄

本日卓話をされた遠山茂雄様と鳥山会長
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卓話者ご紹介
遠山つばさ ( ペンネーム ) ( 本名 : 茂雄 )
□社会保険労務士
□ファイナンシャル・プランナー (CFP)
□1 級 FP 技能士
静岡県伊東市出身。
大学卒業後、証券会社勤務を経て米系金融会社勤務、
その後、欧州系金融でファイナンシャルプランニングに
出会う。人の心を豊かにするファイナンシャルプランニ
ングを研究し、社内トレーニングや、お客様対応を実践
する。
2005 年、アメリカから輸入されてきたコーチングのノウ
ハウを学びはじめ、コーチと企業コンサルを融合させた、
新たな人事コンサルティングとコミュニケーショ ン論を
追及。社会保険労務士業務、個々のライフプランニング
や企業コンサルを中心に活動し、近年はセミナー活動が
増加中。
◇1967 年 静岡県下田生まれ、O 型
◇伊東市在住、趣味 : 釣り・自転車・マラソン
社会保険労務士 ( 第 22090037)
1 級 FP 技能士
CFP( サーティファイドファイナンシャルプランナー）日本 FP 協会認定 J-90019178

会長報告
昨日、平塚商工会議所女性会の 40 周年式典を執り行
わせていただきました。常盤会頭を始め、多くの方々に
ご協力賜りましたことを、この場を借りて深く感謝いた
します。
世界を見渡すと、女性の活躍がひときわ目を引きます。
先日のアメリカ大統領選挙では、ジョー・バイデン氏の
勝利が確実になるのに伴い、女性として初となる次期副
大統領が誕生しました。また、ご存知の通り、2022-2023
年度のＲＩ会長に、ロータリー 115 年の歴史において初
となる女性会長のジェニファー・Ｅ・ジョーンズ氏が選出
されました。多くの女性が自分の力を信じ、社会を牽引
していこうとする姿に、私も同じ女性として深く感銘を
受けております。
今は、性別に関係なく誰でも社会で活躍できる時代で
す。しかし残念ながら、すべての女性に機会が与えられ
ているとは言えません。例えばこのロータリークラブで
もそれはあります。ロータリークラブでは、女性会員を
増やすことを推奨しています。ある人からも「鳥山さん
が会長になったんだから、ぜひ女性会員を増やしていか
ないとね」と言われました。だから私は「ではよかった
ら奥様を誘っていただけませんか？」と言いました。し
かし。
「いや、うちはいいよ。うちのはそういうの向いて

ないから」と言われてしまいました。
男性のみなさんにあえて言います。みなさんは、知ら
ず知らずのうちに女性の、奥様の可能性を狭めていない
でしょうか。女性が活躍できる社会を！ といいながら、
どこかで「我が家には関係ない」と思っていないでしょ
うか。
私は 30 年以上前、地方の旧家に嫁ぎました。私とお
手伝いさん数名で朝から晩まで掃除に食事作り。本家な
ので多くのお客様もいらっしゃいます。お正月なんて、
手がボロボロです。3 年ほどたったころ、このまま一生
を終えるのは嫌だ。もっと自分らしく生きたい。そう思
い、
「私もそとへ出て働きたい」と相談しました。しかし、
答えはＮＯ。それで私は結婚生活にピリオドを打ったの
です。
離婚してからは、世界が広がり、働くことで社会を知
り、起業して多くのご縁をいただきました。しかしあの
時私の声にきちんと耳を傾けてくれていたら、結婚生活
を送りながらでも、私らしく生きることができたのでは
ないか。そう思うことがたまにあります。私は今の人生
に悔いはありませんが、結婚している女性が自分らしく
生きるためには、やはり男性の協力が不可欠です。この
話を聞いて、もしみなさんが女性の可能性を狭めてはい
けないと感じたら、今日からでもできることがあります。
それは、奥様と会話することです。奥様の声に、キチン
と耳を傾けることです。
“手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から”
ロータリアンとして社会や世界に貢献するためには多
様性を認め、相互理解することが欠かせません。そして
それは、一番近くにいる大切な人から行うことができま
す。一番近くにいるあなたの大切な人に耳を傾けてみて
ください。あなたの一番大切なひとからまずは手を差し
伸べてみてください。

お誕生日祝いを受け取られた成瀬会員
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Ｒ財団への寄付について話される
清水Ｒ財団委員会副委員長

11 月 12 日に開催された
ガバナー公式訪問の様子（追加スナップ）

幹事報告
◎11 月 25 日 ( 水 ) 第 49 回ロータリー研究会が開催さ
れます。
クナーク会長とライブで繋ぎ、オープンフォーラムを
行います。鳥山会長が参加されます。
◎先週の久保田ガバナーの公式訪問は皆様のご協力のも
と、無事に終了することが出来ましたことに感謝申し
上げます。
また、久保田ガバナーより、皆さんの温かい歓待に、
早速お礼状を頂きましたことをご報告いたします。
委員会報告
○会員研修委員会 髙橋建二委員長
第一回新会員研修セミナー開催について
○財団委員会ロータリー財団委員会 清水孝一副委員長
20-21年度のロータリー財団・米山記念奨学会への特
別寄付のお願い
2名

メークアップ（MUP)
清水雅広会員、山口紀之会員
本日のスマイル

9名

ゲスト

1名

つばさ社会保険労務士事務所

所長

遠山茂雄様

0名

ビジター
卓話・行事予定
11 月26日(木)
12 月03日(木)
12 月10日(木)

財団資金推進委員会
副委員長 栗原一郎様
クラブ年次大会
上期情報集会報告会

市内例会変更
クラブ会報委員会

◎ 葛西 敬

○ 浅野 康

近藤 憲司

又城 雅弘

現在ございません。

