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お客様紹介・米山記念奨学生紹介 

委 員 長 報 告 

 

  会長 福田 和子  
 皆様お元気ですか？ 久し
ぶりにハイブリッド例会で
お顔を拝見でき、懐かしく
思います。 各自、感染対策
をして例会に臨んでいただ
き、ありがとうございま
す。  
 コロナの感染拡大に加え
て、ウクライナの悲惨な状

態・核の放射線の恐怖・避難民の増加… 世界中が
混沌としております。平和を重んじる奉仕団体の
一つとして、これからもロータリーは出来る事か
ら支援していかねばなりません。 
 そして本日は、金子 恵美 様をお迎えして卓話
をいただきます。多方面での経験を積み重ねられ
ていらした金子様です。 昨夜も遅くにテレビ出演
され、的確なコメントをされていらっしゃいまし
た。お忙しいなかお越しいただき、ありがとうご
ざいます。「思わずついて行きたくなるリーダーの
共通点」の卓話を、楽しみにしております。 
 それからロータリークラブとして大切な入会式
があります。本日入会の川鍋 洋子 様は、以前よ 
り青少年交換学生に茶道や着物の着付けを教えて
いただいたり、京都へのお茶会旅行に連れて行っ
ていただいたりと、すでに奉仕活動されているか
たです。これまで留学生達が大変お世話になりま
した。感謝申し上げます。また、紹介してくださ
った会員増強維持部門委員長の高橋 誠一 会員に
も、御礼申し上げます。 
 これにて会長挨拶といたします。 

 
 
 

  【本日のリーダー】 
 
   山本 明彦 会員 
 

 
 
■元 衆議院議員 金子 恵美 様 
■入会者/川鍋商事 代表取締役 川鍋 洋子 様 
■2021 学年度 米山記念奨学生 
 グェンティガンさん 
（ご紹介：副会長 新井 清太） 
 
 
 
幹事 押野 一郎 
①ウクライナ支援について。 
次回、募金箱を回します。 
②４/15（金）対面での地区研
修協議会があります。 
③次年度に向け、名簿の作成を
進めます。次回、お手紙をボッ
クス投函、４/18（月）締切。 
④今年度の「抜萃のつづり」が
届いています。ご自由にお持ち帰りください。 
⑤来週３/21（月・祝）はお休み、次回の例会３
/28（月）は、佐藤真義会員によるサイバーセキ
ュリティの卓話です。 
 
 
 
■幹事エレクト 榎本 貞寿 
本日、例会終了後に役員予定者会議
を開催します。 
 
 
 
■川鍋商事 代表取締役 川鍋 洋子 様 
●紹介者／高橋 誠一 会員 
夫が 16 年間お世話になり、ロータリ
ーの会員であることで豊かな人生だ
ったと思います。伝統文化である茶
道、英語の教室に携わっています。

文化・伝統・美しい日本の国の力を広
め深める必要があると考えます。皆
様、ご指導よろしくお願いします。 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

ロータリーの目的・四つのテスト 

 入 会 式 
 
 
 
 

mailto:west@rc-omiya-west.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■財団支援部門 部門委員長 
竹内 雅人より支給 
「３月になって
就職活動が忙し
くなってきまし
た。これからも
がんばります」 

 
 
 
卓話者 
 
元衆議院議員  
金子 恵美 様 
プロフィール 
2000 年に早稲田大学第
一文学部卒業。 
「新潟放送」勤務を経
て、2003 年にミス日本 
関東代表に選出。 
村長だった父の意志を
継ぎ、2007 年、新潟市
議会議員選挙に立候
補。同年に当選。 
新潟県議会議員を経験
後、2012 年に衆議院議
員へ。 
2016 年には総務大臣政
務官に就任し、放送行政、IT 行政、郵政を担当。（主な政策テーマ：
福祉、IT、地方創生、子育て支援、女性活躍） 
10 年間の議員生活を経て、現在は企業顧問とテレビコメンテータ
ーなどを中心に活動中。 

 
思わずついていきたくなる 

リーダーの共通点 
～ 優秀なリーダーの共通点 ～ 

 
国のリーダーの行動に国民の命運が。 
■ウクライナのゼレンスキー大統領の 
 リーダーシップについて 
SNS を使い国際世論を味方につけ、強い姿勢を見
せる → 人心掌握に長けているリーダー 
国民への発信のしかたが良い 
誇りをもっているということを伝えている 
誇りに思っていることを打ち出す 
自己犠牲 信念を通して一貫して徹底抗戦 
     その場から離れない 
・ロシアのプーチン大統領 
温めてきた野望を実現しようとしている 
当初の予定は狂ってきている状況 
壊滅的な状況に 
経済制裁によって痛みが 国内世論も突き上げ 
終焉を迎えるのではないか 
昨夜（３/13）出演した「Mr.サンデー」で木村氏が 

６月にロシアの経済が破綻するだろうと発言 
それまで国際社会がウクライナを支えていく 
最新情報をアメリカからウクライナへ  ロシア
と戦えている 
「少しでも犠牲が少なくなることを祈ります」 
 
■韓国ニューリーダー 尹錫悦（ユン・ソクヨル） 
・敗れた 李在明（イ・ジェミョン）候補 
竹島を実効支配しているのは韓国、領有権を 
主張する日本が間違っていると発言 

 日本は信用できる同盟国ではないと言及した 
・次期大統領 尹錫悦（ユン・ソクヨル）候補 
 対話ができるかもしれない 
 支持率が下がると反日を持ち出すので危険 
 今後どうなっていくのか、注視する必要 
 ・リーダーとして良いなと感じた点 
 選挙期間中…若い世代との対立があった 
  ピンチの時の対応＝リーダーの資質 
  若手が求めた辻立ちを始めた → 若い議員が 
  支えようと思った 
 
■「年下の声を聞くことできる」 
岸田総理 
30～40 代の意見を傾聴  
年下の意見を聞けるのは大事なこと 
 
政治家のリーダーシップの発揮のしかた 
ポジションに就いたら人がついてくるか？ 
役職ではなく、個人（人格）を見られている 
 それぞれの立場での 
  らしさ ＋ 人間力   が求められる 
 
■国会議員の立場と属性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

それぞれの立場（属性）で何を求められてるかを
知る 

 
■多様な立場の人の多様な価値観を理解する 
政治家のリーダーシップ発揮の仕方 
●安倍総理 
役所の声を聞く、ヒントを与えて、人に任せる →
人は精進する 

 卓 話 
 
 
 
 

 米山記念奨学金支給 及び近況報告 
 
 
 
 



 

●菅総理 
自分で全てやる → 官僚に対して厳しい → 部下
は緊張し、進言してこなくなる → 孤立 
「身近な人の意見が聞けるかどうか」 
 
●二階幹事長 
人の話をしっかり聞く・話す時間を作ってくれる
→ 支えたくなる「話を聞いてくれる」 
●石破元幹事長 
時間を作ってくれない 
「ついて行きたいと思えるか」 
 
議員時代に心掛けた３つの行動 
①意見の相違を受け止め、受け入れる 
「いや、それは」  「そうだね、そういう意見も
あるね」 
②相手を変えるより、自分（の行動）を変える 
無理矢理こじ開けるのでなく、自分のアプローチ
を変える 
③相手の良いところを探し、着目する 
ex）面倒なことや難題を、嫌な顔をしないで、喜ん
で進んでやってくれる人… 活かしかた 
 
リーダーが意識すべき 
ダイバーシティ＆インクルージョン 
多様性 受け入れる 
異なる立場の人材を理解・活用し、認め合う ＝ 
リーダーに必要 
 
●障害者雇用の視点を活かした事例 
（多様性を活かす観点） 
心のバリアフリー … コミュニケーションをとる、 
意見や経験、価値観を理解することが大事 
「IKEA」 
スウェーデンは障害者法を制定  
ユニバーサルデザインが生まれた 
今ある家具に対して、さらに障害者のサポートに
なるような、家具につけるアタッチメントを開発 
当事者と一緒に考える時間を作る 共創型事業 
「FANCL」 
目をつぶっていても手に取れる商品を開発 
 
●性的指向の理解促進に向けて 配慮 
・本人の意思で選択したり変えたりできない 
・それを知ることが大切 
・他者が勝手に公表する（アウティング）は、もっ
ともいけない 
今取り組んでいる企業は、全体の
３割 … 当事者がいないと思って
いるからではないか 
 
リーダーとして必要なことは 
部下の想像を超える何か 
 
・広い人脈 
例：伊吹 文明 元衆議院議長の人脈 
  身内でない野党と交流が多かった 
  相手を知り理解し尊敬の念を抱かなければ 
  そうしないとまとめられない 

・知識・経験 深さ・広さ 
・行動 瞬発的、そして継続も 
・気配り さりげなく 
・性格 意外性 
 
今日から考える「あなた」のリーダー像 
・自分が望まない像ではダメ、無理がある 
「私の理想のリーダー像は父親です」 
影響を受けたポイントを、自分の中でブレイクダ
ウン → 像ができたら、それに近づく行動を 
■日々、部下と対話 → 理解を深める → 実行（精
進）し続ける 

 
「これまで議員生活で感じてきたことは、普遍的
なことだと再認識しています。皆様のリーダーシ
ップの発揮のうえで一助になればと思います」 
 
※土曜の朝８時、日本テレビ 「ウェークアップ」
に出演しますので、よろしくお願いします。 
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