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プなどの国際的なつな
がりを生かして、クラ
ブを超えた活動ができ
るようにしました。

いつでも会員の関心

事に応えられるよう
に、

Mi⊂rOSOft

Teams

(コミュニケーション

ツール)を使ってオン

ラインで例会やプロ
ジェクトを行っていま

す。これはまた、会貝
をある地域に限定して

いないということも意
味します。会員の多く

がオーストラリア在住
ですが、中にはドイツ
やイタリア、メキシコ、

先日、ロータリアンとローターアクターとオンライ

タンザニア、アメリカ在住の会員もいます。

ン会議を行ったのですか、画面上に映る笑顔を見つめ

そして、プロジェクトの影響を知ることも非常に大

ながら、短期間でロータリーが遂げた変化の大きさを

事です。今年7月には、プラスチック使用を減らす

実感しました。ロータリーが

ために〇人一人ができることを伝える意識向上キャン

オールド・ノーマル

(以

前の常識)に戻ることがないのは明らかです。そして

ペーンを実施し、

それは、胸躍るチャンスだと思うのです。

こでも誰でも参加でき、碕かな成果が得られるプロ

6,000人以上に働き掛けました。ど

ロータリーを見直し、つくり直す中で、革新と変化

ジェクトです。私たちのクラブを通じて、人々が共に

があらゆるレベルで起こっています。ロータリーの新

新しいロータリー体験を得ていることを誇りに思って

たな柔軟性がデジタル文化と融合して、これまでに見

います。今後のことを思うと楽しみで仕方ありません」

たことのないような変化を引き起こしています。レ
ベッカ・フライさんのようなロータリアンには学ぶと

どのロータリークラブも、レペッカさんのクラブの

ころが大いにあります。まだ31歳ですが、ロータリー

ように革新的なクラブになることができます。こうし

での経験はすでに15年というベテランです。

たクラブを信じて、彼らに学び、支接しましょう。ロー

タリーの変化は草の根レベルで起こります。変化を接

「ロータリーは、世界を変えるための素晴らしいプ
ラットフォームだと思います。最大の影響を及ぼすに
は、世界に変化を起こすための力を人々に与えること

し進めるのはクラブです。クラブが、新しいロータリー

の在り方を見つけていくのです。

変化は絶え間なく起こり、多くの分野でまだするべ

(ロータリー青

きことがあります。さまざまな背景を持つ人々の貢献

少年指導者養成プログラム)とローターアクトで、そ

をたたえ、少数派の人々を応援し、彼らが会員やリー

して今、新しく創立したソーシャルインパクトネット

ダーとしてロータリーに参加する機会を増やしていく

ワーク・ロータリークラブの初代会長として、リーダー

のは重要なことです。

だと私は信じています。私はRY」A

シップについて学んでいます。

ロータリーがより多様な人々を歓迎し、より重要な

新クラブ創立の鍵は、ロータリー学友に働き掛ける

存在となり、誰にとってもより一段と楽しい活動にな

ことです。ロータリー学友の中には、ロータリークラ

るようにするためのツールなら、私たちの手の中にあ

ブに入りたくても自分に合ったクラブが見つからない

ります。今こそ、そういうツールを活用しましよう。

人もいるということは、

23˜41歳の会員う1人中の

そうすれば、ロータリーは私たちにも、そしてまだロー

ほぼ全貫がロータリーの学友で占める私たちのクラブ

タリーを知らない人々にも、機会の扉を聞いてくれる

が証明しています。

のです。

ペック〃

員にとっての価値に重点を置き、会員に合わせた新し
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ロー夕リーの亀

いクラブのモデルを確立することにしました。また、
ロータリー親睦活動グループやロータリー行動グルー

・フライ

ソーシャルインパク

大事なのは、プライベートや仕事上の目標にロータ
リー活動を組み込むこと。クラブ創立に当たって、会
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10月は地域社会の経済発展月間 米山月間です
10月与˜11日はロータリー学友参加推進週間です

三宝発￣1
意

誓書善

子∴∴●.○○∴∴

⑱日本のロータリー100周年!

量
諾㊧￣欺

冨

瞬間、心温まる-ごま、ユニ

∴.

現在、そして未来へと、ロータ

諾鮎窯認諾鮎窯

えました。本誌では昨年10月号から毎号、その時代を象徴する

ークなロータリー活動などを写真で紹介してきました。過去から

∴田園喜∴∴

∴

ー
・

ら

米山梅吉氏(こ写真左)が日本にロータリークラブ(東京RC)を誕生させてから、ついに

2020年10月で100周年を迎

パ

認諾純京認諾鮎窯認諾釦寮

」∴∴言古∴.

∴∴

言草も㌧十

リアンの思いは引き継がれていきます(最終第13回はP30へ)。

:鮒÷腎・

一丁「=●

一章も̲

胃な∴∴

三豊闇ノ▲、、

‥・∴」

∴
〈

:十一∵

帖i音

一言:∴∴∴∴

掴

臆で音

言

\∵・

∴一言ふ∴:∴

古書ii

臆豊

富星!!

昌i

音

吐着

音"●.

●子′"

叢

置詫

も

醗譜㊤練 認諾9垂窯
認諾純窯 認諾⑭璃 醸諾㊤抹 藷諾㊤諌 1護憲〕憲二葦瑳:・
●器群議離籍富岩茎よこ=

去詰着意豪雪塞き註まくここごま嵩さ翻こ

￣耳

∴∴∴

臆

∴一子

..一
p￣一

言書-・1

∴◆

一一∴̲̲事∴

￣メ一・†

十音一∴

で

1l

観て1

i-

喜一
∴:∴∴

両

￣

言上

桑豪霊

暮雨」」

口

重

き∴蹴

鞠

暮

醜吊

宮口

‖

∴千
臆二」

一叢認曾′

一=ここ-.∴

一誌基調

●

子

中毒

特別顧問

委員長
副委員長
Ri理事

鈴木

宏〈宇穆宮北)

地区

2う00

長谷Ii旧作(富良野)

2600

西田

不折(上田西)

2650

松木

延倫(耕フェニックス)

代表委貝

2与10

丹羽

祐而(札撫子純)

2610

皐月i

勇(高田じ)

2660

木村

芳樹(大阪商)

長平(京都東)

2520

吉田

和洋(花巻)

26之O

浅野

秀治(静岡)

2670

真屋

正明(寓粕と)

清水

良夫(横浜)

25う0

神山

英司(郭山)

27う0

粕谷

啓之働謂鵬ら薄〉

2680

喰田

寺匝(西脇)

片山

主水(名古屋東南)

2与40

築山

敬答(大館面)

2760

尾本

和弘(名吉日慮宙)

2690

臼井

英治(岡山西)

吉田

潤司(釧路)

2うう0

製菓

貞美〈大田原)

2770

梶間

順子(浦和中)

2700

松岡

康広(柳ii)

古川

静男(松本西南)

2560

斎藤

三善(村上貰舶)

2780

神谷

一博(清河原)

2710

東

佳節(防府)

四宮

季節(大腰西南)

2800

梅津

勇(米沢中央)

之790

吉田

理愛惜浦)

之7之0

毛利

浩-

小野

2820

杉田柴-白田(牛久〉

2730

深尾

兼好(度児島西)

2740

山下

義則(鹿島)

編集長

野崎∴恭子

安平

和彦(姫睦)

片岡

信彦(蔵請訓

橋本

高野孫左エロ(甲府)

若林

英語(東京麹町)

28登0

辰野

三浦

眞-

(東京八王子西)

2う70

五十億和彦(行田さくら)

2840

小義

神崎

正陳(茅ケ噸湘南)

2う80

中村

26う0

二木公太郎(高山中央)

2590

桑原

2e40

板東

克彦(東京西)

相談役

上野

令和2年10月号

季(横浜)

晶子(八戸北)

伸治(顧廠玖耽)

薫(櫛兵親機

雅史(飽楕)

桂子(犀和田勅

ロータリーの友

(熊本江南)

与

ロータリーの誕生とその成長
20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の
陰で、商業道徳の欠如が目につくようになっていました。
ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁護
士ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人3人と語らっ

て、お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き

合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増や
したい、という趣旨でロータリークラブという会合を考え

ました。ロータリーとは集会を各自の事務所持ち回りで順

番に開くことから名付けられたものです。
こうして1905年2月23日にシカゴロータリークラブ

が誕生しました。

それからは、志を同じくするクラブが、つぎつぎ各地に

生まれて、国境を超え、今では200以上の国と地域に広
がり、クラブ数36,235、会員総数1,186,144人(2020

年8月17日R

I公式発表)に達しています。

そして、これら世界中のクラブの連合体を国際ロータ
リーと称します。

このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理

を重んずる実業人、専門職業人の集まりなのです。その組

ロータリーの目的は、憲義ある事業の基礎として

織が地球の隅々にまで拡大するにつれて、ロータリーは世

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具

界に眼を聞いて、幅広い奉仕活動を求められるようになり、

体的には、次の各項を奨励することにある:

現在は多方面にわたって多大の貢献をしています。

第1知り合いを広めることによって奉仕の機会
とすること;

日本のロータリー
わが国最初のロータリークラブは、

第2

1920

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

(大正9)年

仕する機会としてロータリアン各自の職業

10月20日に創立された東京ロータリークラブで、翌

を高潔なものにすること;

1921年4月1日に、世界で855番目のクラブとして、

国際ロータリーに加盟が承認されました。

第3

仕の理念を実践すること;

リスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大に

創立の準備に奔走した米山梅吉、福島喜三次などの先達の
功を忘れることができません。

ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉

日本でのロータリークラブ設立については、ポール・ハ

情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリー・ペリーと、

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

第4

奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
ネットワークを通じて、国際理解、親善、
平和を推進すること。

その後、日本のロータリーは、第2次世界大戦の波に洗
われて、

1940年に国際ロータリーから脱過します。戦後

1949年3月になって、再び復帰加盟しますが、この時、

復帰に尽力してくれたのが国際ロータリーの第3代事務総
長ジョージ・ミーンズでした。
その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚まし

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
1.真実か

どうか

いものがあります。ロータリー財団への貢献も抜群で今

2.みんなに公平か

や国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものにな

3.好悪と友情を深めるか

りました。現在、日本全体でのクラブ数は2,238、会員数

4.みんなのためになるか

ど

86,089人(2020年7月末現在)となっています。
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各地からの

思いをつなぐ

人的支援が少ない中、 地区・地元クラブの力が問われる
人吉中央RC

私が鰹営するホテルは氾濫した球磨

優子

Cの井

コロナ禍での災害援助、避難所運営

上弘太郎会員が熊本市内から来て重機

について、梅雨前から危惧されていた

ある建設会社を営む熊本城東R

会員の多くが被災者に

村田

を用いて整備し、ようやく「街なか支援

ことが、ここで現実のものとなりまし

川沿いに立地しているため、褒雨当日、

物資拠点」が開設しました。被災の3

た。今後、台風の襲来後の被災地支援

ホテルの心臓部である地下機械室が完

日後には地区内外のロータリアンから

にも備えが必要だと思います。避難所

全に水没、

1階ロビーの天井すれすれ

必要物資が届き始め、被災したわれわ

での感染防止対策として、

まで浸水しました。新型コロナウイル

れ地元のクラブに代わって、機動力の

るためのアクリル板や体温計、マスク、

ス感染症の影響で、全館休業から再開

ある県内のロータリアンが情報を拡散

アルコール消毒などは備蓄が必要だと

したばかり。泣き面に蜂でしたが、宿

し、日々二〇ズの変わる物資を続々と

感じています。

泊客が少なく、混乱なくホテル上階に

拠点に供給しました。また、私たち被

われわれとしては、感染防止に最大

避難できたことは不幸中の幸いでした。

災会員を励まし、社員を動員して復旧

の配慮を怠らず、一刻も早く復興し、

災害発生当初から、熊本県人吉市は

作業に当たるロータリアンもいました。

当たり前の日常を取り戻せる日が訪れ

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点からボランティアを県内在住者に

恐れていたことが現実に・…・・
豪雨から10日日、避難所に派適され

れた一方、地区内外のロータリークラ

ていた保健師が新型コロナウイルスに

ブから物資支援の申し出がSN

(会

感染していたというニュースが被災地

員制交流サイト)や電話などを通じて

を駆け巡りました。屋外作業に没頭し

われわれ被災地のロータリークラブに

ていた被災者の問に感染への不安が

一挙に押し寄せました。しかしながら、

一気に広がり、ますます県外から

私が所属する人吉中央RCと、人吉

のボランティア受け入れは厳し

R

くなりました。しかし、県内の

C両クラブ全会員90余人のうち、半

数以上の会員の事業所や自宅が被災。

ることを切に望んでいます。
(第2720地区

限定していました。人的支援が制限さ
S

3密を避け

熊本県)

※2020年8月末をもちまして、街なか支

援物資拠点は閉所いたしました。

壷で

ボランティアだけでは人的支援

これにより、第2720地区(熊本県・大

分県)が窓口として対応することにな

カ月を経過しても街の至る所

りました。

でごみが山積みのまま。すさん

そこで活動拠点として私が所有する

だ光景に、被災者は肉体的にも精

空き店舗を提供することにしたのです

神帥こも大変疲弊し、作業も遅々」

が、その店舗にも土砂が流入し、鍵も

として進んでいないのが現状です(8

流され不明という状態。地元に支店が

月末時点)。
第2720地区

8
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宇土R

三姉妹

。左から人吉中央R

C村田優子さん、人吉R

C作守順子さん。被災者でありながら被災地支援で活躍中

C本田節さん、

蘭画乱
一

一一一￣細十一一一￣十￣一〇--臆〃一一-喜一一〇〇一〇

〇一一一一-鵜-臆○○ヽ
i

被災地支援にもロータリーの広報にも役立つ

ロータリー命のキッチンカー
人吉RC

きっかけは熊本地震
2016年4月に起きた熊本地麓の翌

クノ仮設団地」。その後、益城町や商

阿蘇などの避難所や仮設住宅に出向い
て、

などを届けてきました。
「キッチンカーでの活動が知られる

「食」による復興支援を続けてき

ようになったため、今回たくさんの人

日から半年間、炊き出しを行った会員

ました。災害支援だけでなく、大分県

が支援物資を送ってくだきり、炊き出

の本田節さん(P8下写真)が、毎回、

から依頼を受けて、食育推進全国大会

しの手伝いをしてくれています。繰り

発電機や水、食材を普通のトラック

に参加したり、インターアクターと児

返してきた経験があっだからこそ、災

いっぱいに運んでいたことから、「キッ

童福祉施設の子どもたちとの収穫祭で

害から4日日に、キッチンカーを走

チンカーがあればもっと楽になるので

食事を提供したりと、多くの機会に貸

らせることができました」と本田会員。

ば?」と提案。そこで全国から寄せら

し出され、ロータリーの公共イメージ

れた支援金を元にした第2720地区の

向上にも貢献しています。

被災地支援プロジェクトに、人吉RC

が申請して誕生したのが「ロータリー

ついに2号車も誕生

また、

「まずはロータリアンが元気

にならなければ」という葉山稔洋クラ

ブ会長の思いを受け、会員たちは、送
られてくる支援物資を配り、ごみを回

命のキッチンカー」です。中古のケー

そして今年7月、熊本で豪雨が発

タリングカーを購入し、きれいに塗装

生し、その4日後には、被災地の中

現在(8月)は、以前炊き出し時に

して「ロータリー命のキッチンカー」

心部で、本田会員が「ロータリー命の

椅子やテーブルを運んでいた車を「2

と名付けました。

キッチンカー」を稼働させました。キッ

号車」として週2回稼働させています。

チンカーも被災していましたが、すぐ

被災した人たち、地元・人吉を「食」

に会員の整備工場で修理。以降、連日

で元気にしようと今日も「ロータリー

デビューは熊本県絨町に建てられ

被災地に温かいご飯、汁もの、暑い日

命のキッチンカー」は走り続けていま

た県内最大規模の仮設団地「益城町テ

には、冷やしうどんや凍らせた飲み物

す。

ローダノーの活動を広くアピール

収する事業も実施しました。

(第2720地区

熊本県)

泥がこんなに重いものだとは
第2720地区ローターアクト代表

宮ノ原直樹

てるという単調な作業が大変な重労矧

役場職員らが、不慣れな中で懸命に

で、

10人近くで半日以上かけて作業

対応していました。今回の経験を踏ま

私たちは被害に遭った熊本県人吉

しても、崖具倉庫の派出しかやっとで

え、経験者が県外から来られない場合

市、八代市、大分県日田市にて復興に

した。また、ごみとなってしまった家

でも、経験と知識を共有できる仕組み

向けた支援活動を行いました。他の地

財が非常に多く、

が全国で形成されればいいな、と感じ

区のローターアクターからも支援活動

し、撤去することはできませんでした。

県内の自分たちが動こう!

に参加したいという声がありました
が、新型コロナウイルス感染症の影響

1日で全てを運び出

人のカがまだまだ必要

ました。

また、ニュースで報道される地域と

そうでない地域で、ボランティアの人

でボランティアが県内在住者に限られ

私たちかこの活動を通して感じたこ

数に偏りがありました。被災地からの

たため、熊本県と大分県側でそれぞれ

とは、まだまだ人的支援が足りていな

情報発信はもちろんのこと、支援側も

有志を募り活動しました。

いということです。冒頭でも述べた通

慎重に僧都を収集し、的確な行動をす

り、県外からの応援が望めないため、

ることが重要ではないかと思います。

実際に行った活動は、住宅内に流入
した泥の運び出し、泥に埋まった家具

復興がこれまでの災害に比較して滞っ

や家財道具の撤去作業の手伝いです。

ています。また、被災経験があり対応

泥は非常に重く、スコップですくって

のノウハウを持っている人材が県外か

一輪車に載せ、所定の場所に運んで捨

ら来られないため、社会福祉協議会や

泥に埋もれた衣類、家電、雑貨のほとんどはごみになる

これからも私たちができることを見

つけて支援を続けたいと思います。
(熊本県・大分県)

休憩中の-こま。記録的な猛暑となり、復旧作業をする住民や
ボランティアの体力的な負担が大きかった

量水した豪から運び出された家財

復旧作業に当たる消防団とボランティアスタッフ(写真は全て熊本県人吉市紺屋町)

クラブで集めた災害募金も近々、人吉R

東日本大震災でお世話になった恩返しを

Cへ送る予定で

す。東日本大震災を経験した私たちは、復旧復興、心のケ

二本松R

アには時間がかかることを身をもって知っています。多く

C

東日本大震災の時、熊本県から福島県まで復興支援に駆

のロータリアンからの長期支援をお願いしたいと思います。

け付け、その後、緑あって当クラブに入会した坂本勝伸さ

(第2530地区

福島県)

んの出身地が、今回被災した熊本県球磨郡。そこでクラブ
では、コロナ禍に重ねて豪雨被害を受けた熊本県人吉市に
「何かできることはないか」と考えました。そこで、

ブを九州へ」をスローガンに、

「愛サー

「熊本南部豪雨水害支援復興
こ奪揺〇一〇l」〇日うつ

プロジェクト」を立ち上げ、人吉RCへ連絡を取り、福島
県のアドバイスももらいながら、ミネラルウオーターやタ
オル、エタノール除菌液など約500kgの支援物資を集め
ました。二本松市内の家具店で出発式を行い、

吉R

7月14日、人

i

Cに支援物資を送りました。発送作業には会員約10人

が取り組みました。

が長年にわたって行っているタイ少

広がるロータリーの支援の輪

数民族アカ人の就学支援奉仕活動を

克偉

通じ私と人吉中央RC会員の山下

7月、九州地方を中心に豪雨が続き、洪水災害が多発し

紀之さんとが知り合った緑によるも

大阪栴田RC

ました。何か役に立てないかということで、

柏原

7月24日、被

のです。

Cへクラブから8万1,000円の義援金、そ

復興支援にはスピードが命、と思

れに韓国料理・焼き肉専門店「韓日館」を経営する李明姫

います。支援物資の寄贈先はやはり

会員からは冷凍参鶏湯80食を送付、寄贈しました。今回の

普段から地元で奉仕活動を行ってい

支援は、第3360地区タイ・チエンライR

るロータリークラブが〇番です。熱々の参鶏湯は、第2720

災した人吉中央R

⊂の原田義之さん

地区の支援物資拠点で行った炊き出しで被災者たちに提供
されました。今回、被災地である熊本県人吉市のローダノー

クラブには、全国のクラブから多くの支援が届いたそうで
す。ロータリアンって素晴らしい志を持った人たちばかり

だなと感動し、これこそローダノーの罷晶諒かと思いまし

た。豪雨災害からの早期復興と新型コロナウイルス感染症
の早期収束を祈る日々です。

(第2660地区

ロータリーの友

大阪府)

11

クラブのこと、回書タリ臆が世界で行って
いることを、地域の人に知ってもらおう
ロータリーでは、私たちが「世界を変える行動人(PeopleofAction)」であることを

世界に広めるキヤンぺ-ンを展開しています。多くのクラブがこのキャンぺ-ンに
参加することによって、私たちのメッセージはより一層広まります。
ロータリーブランドリソースセンター(rotary.orgIbrandcenter)には、

あなたのクラブのストーリーを伝えるためのツールが満載。
私たちのメッセージを世界に伝えていきましょう。

Rotary

世界を変える行動人

(公財)ロータリー米山記念奨学会ロータリー日本国内全地区合同プロジェクト

毎年10月は、米山月間です
毎年10月は、米山月間です。

東京R

Cが米山基金を構想

今月の特集では、米山諦念奨学
事業への理解を深めていただける

最初の奨学生ソムチヤード

よう、基金誕生からの大まかな歴

ラタナチヤタ氏(タイ)来日

1

988

米山奨学生学友会(西日本)発足

1

989

韓国米山学友会発足▼

(こ左下写真の右側の人物)

史を年表で示すとともに、より関
心、を持っていただく-つの契機と

して、新たに就任した第4代よ
ねやま親善大使の3人をご紹介。
また後半では、当会の理事、監事、

評議員の他、地区別の各種統計質

ロータリー米山記念奨学会に
改称

199与

米山学友を中心として、
台湾に台北東海R

C創立▼

料などを掲載します。

米山記念奨学会のあゆみ
大学推薦制度を全国で施行

現地採用奨学金の試行開始
日本全地区によるロータリー
多地区合同奉仕活動の手続き完了

米山学友ホームカミング制度開始
中国米山学友会発足
米山学友を中心として、
国内に東京米山友愛R

C創立

タイ米山学友会発足
公益財団法人化

ネパール米山学友会発足
モンゴル米山学友会発足

スリランカ米山学友会発足
マレーシア米山学友会発足
ミャンマー米山学友会発足
米山記念奨学会財団設立50周年▼

令和2年10月号

ロータリーの友
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親善大使を、ご活用ください
第4代よねやま親善大使紹介

アドウアヨム・アヘゴ,アクエチビさん

ウオータ「ズ・カレン・ジュリアさん

〔トーゴ/2014-

〔オーストラリア/1992

1与/新発田城南R⊂/

(株)ドリーム・

ジーピー研究員〕

(株)

Giobai

-94/京都南RC/

Waters代表取締役社長、第9640地区バーレイ

へツズRC会員、第26与0地区米山学友会会長〕

ごあいさつ

ごあいさつ

私は新潟医療福祉大学大学院時代から義肢の研究を続

大学の時に米山記念奨学金という素晴らしい制度と巡

けており、アフリカに日本の医療福祉技術を紹介したい

り合い、皆さまの温かい支援で大学を卒業させていただ

という夢を持っています。

きました。母が日系人、父がオーストラリア人という2

アフリカでは、紛争で手足を失ったまま生活する人が

つの文化的背景のもと、オーストラリアで育ちました。

数多くいます。そんな人たちに義肢を提供するとともに、

そこは戦争の傷痕が深く残る地域で、退役軍人会の過激

教育を通じて、日本のような平和な国を築くための若い

派によって自宅が爆破されるという経験をし、人種間の

人材を育てていきたいと思います。今後、アフリカの医

相互理解や平和について深く考えながら育ちました。

療分野を発展させるためにも、次世代の教育は最も重要

今は大阪と、実家があるゴールドコーストを拠点に、

です。日本の技術をアフリカの学生がより身近に学べる

日本の青少年の国際理解学習やグローバル教育を中心と

よう、道をつくっていきたいと思います。

したスクールを展開しています。昨年、オーストラリア

よねやま親善大使として、一人でも多くのロータリア

でロータリアンとなり、日豪両国のロータリー活動に携

ンと出会い、私の夢を語りたいと思います。日本のロー

わっています。インターネットの普及で世界の距離が急

タリアンから学び、自分のリーダーシップスキルの向上

速に近くなった今、人種や国籍を問わず、シンプルに「人」

と、日本とアフリカのロータリーの交流へとつなげたい。

のあるべき姿を求めるロータリーの理念を心の教科書に

また、日本での経験を生かし、母国トーゴとの国際交流

して、今後も頑張っていきたいと思っています。どうぞ、

も促進させたいと思っています。

よろしくお願いします。

趣味:読書、ゴルフ
好きな食べ物:エビフライ、日本酒
嫌いな食べ物:生肉

14

ロータリーの友

趣味:料理と洋裁が一番の趣味ですが、日本文化に触
れるのが大好きで、古文書の解読も好きです
好きな食べ物:果物と野菜が大好きです
嫌いな食べ物:ありません。何でも食べます

2020

VO」.68

N0.10

よねやま親善大使制度は、

2012年度に創設されました。よねやま親善大便たちは、日本

全国の地区やクラブ、国内外の各種会合に出向き、米山記念奨学事業をP

Rしてきました。

自身の活躍にとどまらず、米山学友の代表としてのスピーチは好評を博しています。今回

は今年度から新たに就任した個性豊かな3人のよねやま親善大使をご紹介します。

派遣方法Q&A
今回ご紹介したよねやま親善大使たちば
2020

-

21年度から2年間の任期で活動しま

す。皆さまの地区の地区大会や米山セミナー、
インターシティーミーティング(IM)、奨学

生のオリエンテーション、歓送会などでのス
ピーチに、ぜひお招きください。

Q十親善大使を呼ぶには?
イツコウ

リ

李

畳寅さん

〔中国/2016

-

派週をご希望の際は、まずは(公財)ロータ
17

/東京銀座R

⊂/中国弁護士、行政書

士(東京都行政書士会)、第2750地区米山学友会幹事〕

リー米山記念奨学会・広報担当までご連絡くだ

さい。親善大便たちは現在、社会人として活躍
しています。スケジュールを確保するためにも、

ごあいさつ

早めにお知らせください。なお、原則として、

私は中国の法律事務所で勤務した後、留学のために来

親善大使の指名は承っておりません。

日しました。慶應義塾大学大学院法学研究科を卒業後、

カリフォルニア州立大学研修プログラムを修了。現在、
東京の法律事務所で外国弁護士として国際業務を担当し
ながら、国際親善の奉仕活動にも注力しています。

親善大便として、自分の経験と思いを直接皆さまにお

Q.‥費用はなし

親書大使の旅費・食費(いずれも上限あり)
は当会が負捜します。

伝えできることを考えると、うれしい気持ちでいっぱい
です。法律制度と同様、国ごとに文化や環境、人々の意

Q.クラブ例会の卓話に呼んでもいいですか?

識も大きく異なりますが、その中で、ロータリーの鯖神
こそが、国境を超えて人々をつないでいく力だと信じて
います。私は、自分が経験した国際親善の姿をロータリ

ーの皆さまにお伝えしだいと思います。波紋のように広
がる親睦と奉仕の輪が、世界の平和につながると思って
います。新型コロナ禍で、人間の行動は制限されますが、

ロータリーの絆が弱まることはありません。ぜひ積極的
にお声掛けいただければ幸いです。

、

お呼びいただけますが、通常のクラブ例会の
場合、親善大使の旅費はクラブ負担となります。

親善大使たちの居住地に近い、東京および大阪

近郊のクラブで、彼らのスケジュールが合えば
派道が可能です。

その他、ご不明な点があれば、下記まで。

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

趣味:経営者の話を聞くこと、カラオケ(演歌も)、
語学勉強、歴史探訪しながら衝歩き

好きな食べ物:魚料理

嫌いな食べ物:虫以外は基本的に大丈夫
令和2年10月号

￣惟i.03

「ax.03

Eメール:

-う4う4

-

3578

-

8681

-8281

highiight@rotary-yOneyama.Orjp

ロータリーの友

15

ロータリー米山記念奨学会資料
奨学生採用数の推移(1%7

-

2020)

1967年の財団設立時は与9人を

採用。その後は採用数を増やし、
98年には過去最高の1,100人と

なりました。

200与年以降は寄付

額に応じて採用数を調整してお
り、20年の採用数は883人となっ

ています。

70

1967

75

8与

80

90

2000

95

10

05

20

15

(学年度)

直美(2760)

義輝(2510)桑原

茂

の∴のi

明(2500)嵯峨

5

2

賞

7

光春(2780)井原

7

功治(2680)相澤

2

小

滞久(2560)大久保章宏

弘巳(2730)

傾一(2550)高良

明(2590)若林

(2740)

(2530)地葉

新司(2540)

(2570)鈴木

孝雄(2580)

(2620)関口

徳雄(2790)

(2640)北河原公敬(2650)

0

泰岳(2720)押川

0

三治(2670)佐藤

∩)

博史(2660)稲山

26

正敏

芳郎

6

事 長 長

監諾

正幸(2840)辻

2

武夫

26

清一(2590)島田甲子雄(2600)崎山
仁(2820)竹内

50

2

秀麿(2550)新保

理事は、採用数の決定や事業
の計画、予算策定など。監事
は、理事の職務執行の監査な
どを行っています。

難瀬端搬桐刑

功(2750)

期鉢腫批枇軸

淳一(2830)水野

2

理

熊崎瀧雑株嫡脚帖開脚欄淋

副常

長長軍事

理

三蒜

理事および監事(2020年9月現在)

(2700)吉原

久司(2710)

紀男(2660)

評議員は、理事の業務を監督

一彦(2780)

し、理事・監事の選任と解任、
定款変更や決算の承認などの
役割を担っています。

裕子(2780)

評議員(2020年9月現在)
瀬
成

員

講

評

則之(2500)安孫子建離(2510)濱守

16

公平(2530)平淫

孝夫(2540)

廣(2800)佐々木千佳子(2830)細井

保雄(2570)

豊秋(2520)渡遊

羽石

光臣(2550)佐々木目敏(2560)和田

上山

昭治(2580)湯川

孝則(2590)望月

譲渡

目盛(2750)神野

重行(2760)田中徳兵衛(2770)山地

裕昭(2780)宇佐見

佐藤

衛(2820)田中

久夫(2840)素月

心(2630)成川

守彦(2640)橋本

長平(2650)

松本

進也(2660)佐々木善教(2670)丸尾

研一(2680)伊藤

文利(2690)安増

惇大(2700)

金子

克也(2710)川原

清彰(2740)

ロータリーの友

篤雄(2730)宮崎

宗敬(2600)炭谷

亮一(2610)積

稚貝(2620)
透(2790)

2020

VO」.68

N0.10

地区別寄付額・功労音数・奨学生数
寄付額
地区

2019臆20

個人平均(円)

年度(円)
2500

功労番数(人)
累計(千円)

年度

666,123

6,145

14,072.900

2019-20

57

奨学生数(人)

対前年度
増減

特別寄付金

寄付者割合

2020

累計

学年度

(個人)

-8

19.8%

12

173

2510

26,263,386

9,986

1,204,480

117

-13

39.8%

21

478

2520

15,929,874

7,079

873,998

60

臆42

18.4%

14

592

2530

26,952,202

11,552

1,049,683

117

-27

45.6%

23

345

2540

9,511,316

8,242

377,621

29

-4

28.8%

9

184

2550

32,465,316

18,541

1.445,846

171

9

72.4%

28

705

2560

37,788,671

17,917

1,345,776

217

25

64.7%

27

476

15

239

2800

17,322,900

10,881

621,996

45

臆16

33.1%

2830

9,774,205

8.346

392,151

44

-21

38.7%

10

163

85

0

32.2%

16

539

184

臆9

24.4%

40

1,558

39

996

2570

17,593,200

10,920

1,227,310

2580

51,434,350

17,116

2,619,261

2590

54,843,851

27,190

2,615,898

298

-39

77.与%

2600

28,257,350

14,228

1,472,067

117

臆8

21.2%

19

455

2610

36,495,300

13,745

1,399,680

128

29

31.2%

22

485

24

503

2620

43,214,500

14,472

1,710,049

177

34

71.3%

2750

79,与事4,202

17,603

3,与与1,19書

324

-6

39.3%

与1

1,416

与3

947

2760

68,4与0,955

13,980

3,310,968

286

16

33.7%

2770

64,927,683

2与,与92

2,557,139

う80

-27

71.5%

37

809

30

670

2780

48,443,260

20,354

2,170,610

271

19

72.6%

2790

41,151,169

14,623

1,879,144

203

-10

37.2%

24

704

2820

43,430,060

21,617

1,879,425

262

臆18

72.9%

32

955

2840

38,595,098

18,248

1,325,358

220

-5

82.0%

28

419

43.1%

19

470

52.6%

2630

36,413,760

11,218

1,862,416

109

8

2640

2生803,700

13,480

2,430,377

102

1

18

703

2650

99,127,与56

21,423

4.813.062

547

-52

82.8%

51

1,276

2660

96,413,251

26,う78

3,887,与92

505

臆84

71.1%

与1

1,124

2670

36,345,800

11,893

1,497,646

120

-28

33.6%

21

483

42.0%

26

741

2680

37,382,341

13,559

1,801,192

166

臆22

2690

42,530,423

13,804

1,726,592

166

-16

39.9%

24

566

2700

42,834,897

13,208

1,484,767

129

-19

23.3%

21

679

2710

42,614,749

12,835

1,782,484

178

-16

33.1%

24

668

22

443

2720

24,209,010

9,837

987,142

59

臆6

49.2%

2730

23,892.935

9,800

778,417

58

臆31

26.8%

15

302

16.2%

17

469

45.8%

883

21,735

2740

23,301,087

10,462

1,079,757

99

-14

享の他

0

0

26,096

0

0

1,336,321,257

15,055

59,853,317

6,0う0

-400

下

(注2)

(注1)

臆臆ゾーン1A

8臆園ゾーン2

(注3)

(注4)

開田ゾーン3

※太字は、各項目の上位5位の地区です。
(注1)地区以外からの寄付金は除外しています。地区以外からの寄付金は累計2,609万6,286円です。
(注2) 2019年7月へ2020年6月に特別寄付をして、米山功労者として表彰された人数です。
(注3) 2019年7月へ2020年6月に特別寄付をしていただいた個人の割合です。

(注4)奨学期間中の地区移動や、過去の再応募制度で他地区の奨学生となった人は、それぞれの地区でカウントしています。その
ため、実際の奨学生累計数(2万1,624人)を上回っています。

※米山記念奨学事業に関するお問い合わせ・ご意見は、
Tei

:

03-3434-8681

令和2年10月号

Fax

:

03-3578-8281

(公財)ロータリー米山記念奨学会まで。

Eメール:

maii@rotary-yOneyama.Orjp

ロータリーの友
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世界中の
ロータリープロジェクトRO丁ARYlO胴から

器械常置。
8人に1人
ランス

乳がんを発症するフランス人女性の敏
究に取り組むレオンベラーレセンターに寄付し

ス器三塁霊薬、A器需

ました。リヨンのクロワ・ルース地区で開催さ

がんのサバイバーをテーマとする写真展を開

れた

き、募金も実施しました。ローターアクターた

参加者に乳がん治療や定期検診の必要性につい

ちはクロード・ベルナ一・リヨン第一大学の医

て説明が行われました。フランスの新規乳がん

ビーナスの夜会

というこの写真展では、

患者数は、毎年平均5万人以上に上ります。

▲◎
催、そのチケットを200倣販売し、乳がん研

壷

インド
イギリスのスラヴ・ロータリークラブ
(RC)のラム・ベディさんは、

60万台

ケ学部と薬学部の学生たちと協力して写真展を開
ケニアでは「ポダボダ」と呼ば

れるバイクタクシーで人の移動
や食料品の輸送が行われていま

2017年現在、ケニアの

バイクタクシー登録数

2004

年に妻が視覇議症を発症してから、
視覚に障害のある人々の力になりたい
と思うようになりました。

「親戚に会う

ために妻と定期的にインドを訪れてい
たのですが、砂ぼこりゃスモッグが白内

す。しかし新型コロナウイルス感

障などの目の病気を引き起こしている

染症の影響で利用者が激減。そこ

ことに気付きました。特に、治療が受け

でボダボダの運転手の生計を支

られない農村の貧しい人々の間で多く

援しようと、ティーカRAC会員

見られます」とベディさん。

のフランシス・オティエノ・アモ

ベディさんは仲間のロータリアンと一

ンデさんが、

2011年に設立した

緒に、デリーから北に160kmの地域に

ofUjiが立ち上がりま

あるシャハーバードマルカンダRCと

した。同団体の♯BeNiceKEキャ

共同プロジェクトを開始しました。それ

団体Cup

2005年に

ンペーンが功を奏して、これまで

以来、毎年、スラウR

に500世帯以上へ2週間分の料

活用して、シャハーバードマルカンダ

理油、砂糖、せっけん、綿製の

R

マスク、小麦粉、豆類、米が入っ

行っています。

た袋を支給しました。

超える人々の視力を回復してきました」

1袋当たり

Cが集めた資金を

Cが白内障の手術を年に1度無料で
「これまでに2,000人を

23ドル(約2,400円)の資金は、

と1974年にロータリーに入会したべ

アモンデさんの仲間であるロー

ティさんは言います。シャハーバードマ

ターアクターやロータリアンな

ルカンダRCは検診と手術を行ってく

どから寄せられた寄付によって

れるボランティアの医師を募集してい

賄われています。

ます。

2020年には100件を超える手

術が行われる予定です。
18
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メキシコ
近年大きく経済発展を遂げたにも

ナーで、オンタリオ州ハミルトン

ターたちに建設擬殿の使い方を教え

かかわらず、バハ・カリフォルニア

を拠点とする非営利団体のLive

ました」。

州の住宅事情は、メキシコ全32州

Di膝灯entが選んだ2組の家族のた

のうち25位。この間題を解決しよ

めに、

うと、カナダ・ブリティッシュコロ

しました。

ンビア州のパークスビルAM

R

C

今回のプロジェクトは、同クラブ

3しDKの住宅を2軒建設

が2,600ドル(約27万円)、

(同

クラブが)所属する第5020地区

が補助金として同額拠出したほか、

大工職人率いる18人のロータリ

の会員の代表団がバハを毎年訪れて

アン、友人、インターアクターから

ブリティッシュコロンビア州バン

います。

成るチームが、

クーバーアイランドの幾つかのロー

2014年以降、同クラブは

4人の地元住民と共

幼稚園、コミュニティーセンター、

に10日間かけて建設。

「得意分野

タリークラブが、建設資材の費用と

成人用の技術訓練センター、高校の

やスキルによってチーム分けした」

して総額1万2,000ドル(約126

とパークスビルAM

万円)の一部を負担しました。

技術科、

3軒の住宅をこの地域に建

設してきました。

R

Cの元会長、

ジョー・タンさんは言います。

今年は2月に同クラブのパート

「か

なりの時間をかけて、インターアク

ラメリカ
3月12日、エンジンやオイル、内装などを

外した車が、アイオワ州北部のウエストオコポ

ジ湖の一角、スミスベイに沈んでいきました。
これは、アイオワグレートレイクスRCが年に

1度開催する恒例の自動車落としイベントで使

われるもの。車内収納に設置した時計の停止時

刻が記載されたラッフルチケット(チャリテ
ィーくじ)の購入者が、1,000ドル(約10万円)

の賞金を手にします。今年は用意した720枚

のチケットはあと7枚で完売という売れ行き
で、

42m

7,000ドル(約74万円)を超える資金が

集まりました。

「毎年湖に氷が張ると、天然資源局の許可を

取り、地元のレッカー会社が寄贈してくれる

ウエストオコポジ湖の最大深度 自動車を湖面に乗せます」と同クラブ会員で
第5970地区のバストガバナーであるギヤス
リン・フェイピーさんは言います。収益は遊び
場やYMC

AキャンプなE,地域のプロジェク

トに充てられます。

「この自動車の回収をお願

いしている地元の消醐隊にも毎年番付して
います。回収作業は、水中と氷の中でのレスキ
ュー訓練に使われています」

令和2年10月号

-BRADW馳BER
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⊥
C杉-しADY

連

載

S

JACKET

」

大人の㊥
テ臆マ:レディ「スジャケット
今では誰もが知るシャネルも、ジバンシィも、最初は小さな仕立て屋さんか
らスタートしています。彼らは顧客の体型に対し研究に研究を重ね、丁寧に

パターンをつくり、仕立てをしてきました。その研究が今に生かされている
からこそ何年たっても着やすく、多くの人に愛されているのです。これがオー

トクチュール(高級仕立て服)。今回は女性のオーダーメードと既製のジャ

ケットについて説明します。

半年ほど前、東京で働く娘から電話
がありました。娘は職場でジャケット

を着ることが多いので、フルオーダー

の人の体型と服のパターンが合ってい
ないからです。

ジャケットって、肩が凝るもの?

で仕立ててあげたいのですが、新型コ

ロナウイルスの影響で帰省ができず、
既製品のジャケットを買ったそうです。

服を仕立てる立場から言うと、着て
いて肩が凝るということは、着ている

ところが、そのジャケットに気にな

服の肩作り(パターン)が本人の肩傾

るところがあり、私が直すことになり

斜に合っていないということです。肩

ました。結果はその悩んでいた部分が

の形状は人によって千差万別。実際に

解消され、

「思った以上に満足!

」との

お客さまのフィッティングをしている
と、体のゆがみや重心の傾きは誰にで

こと。

私が洋服作りで特に気を付けている

もあることが分かります。オーダー

点、オーダーメードだから実現する点

メードの場合は、肩のほかに、体のゆ

をいくつか挙げます。オーダーメード

がみを考癒してパターンを作るので、

にせよ、既製服を買うにせよ、ジャケッ

当然体にフィットし、肩が凝ることも

なく、立体補正で着やすい服に仕上が

ト選びの参考になれば幸いです。

ります。

体型は大きく6つに分類

甑Na」のmu重乙

トクチュールYUKI

ROYA」

DRESSを

経営。日本デザイン文化協会本部
名工)、

2014年卓越技能章(現代の
ZO16年黄綬褒章受章。作品

のセンスとユーモアのセンスのダ
ブルセンスで世の中を幸せにしま
す。

20

パターンを作りますので、6つの体型

も、なんだか休に合わないな、という

に合わせた服がそろっているわけでは

経験はありませんか?

ありません。しかし近年、年齢ごとのパ

(癖のない標準体型)
2う歳から40年余リ

オーダーメード一筋。岐阜市でオー

理事。

既製品でサイズがちょうどよくて

人の体型を大きく分けると①正体

中村有希
京都府生まれ。

一方、既製品は標準体型に合わせて

②反身体(はと

ターンも研究されているので、まずは
ご自分の年齢層をターゲットにした商

③

品を扱っている店を見つけましょう。

後傾体(背骨が後ろに反り返っている)

体型をよく研究されていないパター

胸・出尻。姿勢がいい人に多い)

⑤屈身

ンの服は、いくら伸縮性のよい素材が

⑥肥満体(全体的に太っ

使われていても、着心地の悪さは解消

④厚身体(体に厚みがある)
体(猫背)

ている)の6つになります。

されません。

服を着て違和感を感じる理由は、そ

ロータリーの友
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⊥
C;ゆ-

フイボナツチ数列と黄金比
洋服の着こなしは、色彩感覚もさる
ことながら、全てバランスで決まると

LADY

s

JACKET

利用する機会が多いのかセミフォーマ

入れたデザインを選びます。カジュ

ル。華やかなディテールを施したデザ

アル用としては、ゆったりとしたデ

インを選びつつ、適度に体にフィット

ザインで楽に着られるものを選ぶと

したシルエットがエレガントです。

よいでしょう。素材も、しわになり

言っても過言ではありません。その人

また襟(カラー)元のデザインで撃

の年齢、体型や好みによって異なりま

やかさを加えることができます。パー

すが、上着丈、ボトム(パンツ・スカー

ティーなどにはラップルカラーやへち

ト)丈のバランスとして、フイボナッ

まカラー(上図)などがお薦めです。

にくいレーヨンや混紡ポリエステル
など伸縮性のある素材がお薦めです。

お気に入りを生き返らせる

1.618)が参考になる

ノーカラージャケットの場合は、真珠

好きなブランドだったので買った

かもしれません。これは自然界に存在

などのアクセサリーを着けても邪魔に

もののなんとなくしっくりこない、

する法則を数式にしたものであり、古

ならないような開きが大切です。

上着とボトムとのバランスが良くな

チ数列の比(1

:

代ギリシャ時代から建築物、美術品に
多く用いられ、現在も気付かないうち

いなど いろいろな理由で手放せな
フォーマルとカジュアルの違い?

いけれどこのままでは着られない、
という殿をお持ちの方も多いと思い

に日常生活で取り入れられています。

素材とデザインで大きく変わりま

服飾デザインでは、配色や上着丈と

す。例えば、カチッとしたデザインの

ます。そんなときは、敷居が高いな

のバランスなどに応用されています。

テーラードジャケット。素材もしっか

んて思わずに、オートクチュールの

人間が美しいと感じる潜在的美意識と

りしたポリエステルやウールで、黒、

お店に相談してみてはいかがでしょ

いえるでしょう。

紺、グレーなどオーソドックスな色で

うか。洋服を作るだけではなく、お客

仕立てたものは、ビジネスやタウンで

さまのご要望にお応えすべく、技術

活用できます。また同じテーラードで

をもってお直しできると思います。

服装の形式はフォーマル、カジュア

も、フォーマルにするには、シルク素

お洋服に関する個々の相談にもご利

ル、スポーティーに分けることができ

材やシルクタッチの合成繊維を用い

用ください。自信を持った着こなしが、

ます。さらに用途に合わせて細分化し

て、ディテールに華やかな要素を取り

幸せにつながっていくと思います。

「きちんと」と「華やかざ」は両立する了

ますが、

「きちんと」と「華やかさ」

はフォーマルに属します。その中でも

合印2年10月号

次回のテーマは「ジヤケパン」。お楽しみに!
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ようこそ、バーチャルロータリー研究会へ!
クナークRi会長

辰野Ri理奉

ロータリー研究会組織委貴会委貝長

服部

陽子

I)理事の招集による「第

的にロータリー研究会に招き入れるように」との奨励を

49回ロータリー研究会」は、秋深まる11月25日、オ

受け、今回は地区ローターアクト代表(ローターアクト

辰野克彦国際ロータリー(R

ンラインで開催されます。研究会を初めてバーチャルで

クラブ会長は第2部のみ)も参加できるようにしました。

行うに当たり、次のような企画を立てました。

また、グループディスカッションのパネリストとしても

(1)三つのグループディスカッションの同時開催

活躍していただく予定です。

三つのグループディスカッションを同時間催いたしま
す。各テーマは以下の通りです。

大きな変化の時代にあって、これからのロータリーを

考えていく上での良き気付きとインスピレーションの機

・グループ1

「魅力ある会員基盤を作ろう!」

会となりますよう、多くの皆さまのご参加をお待ちして

・グループ2

「奉仕の機会の扉を開こう!」

おります。

・グループ3

「輝く未来を創ろう!」

(2018臆19年度

プログラム

皆さまには、興味のあるグループ一つにご参加いただ
きます。参加されなかったグループのディスカッション

開

も、終了後に視聴していただくことができます。

第1部

(2)ボルガ一・クナークR

15:00開会

i会長のライブ出演

第2部「クナークR重会長と語ろう」では、ボルガ一・

クナークR萱会長にドイツからライブ出演していただ

催11月2与日(水)

R i ・ロータリー財団報告/各種報告
17:05グループディスカッション

き、日本のロータリアンとつながります。クナーク会長

第2部

から直接、

20:00クナークR

R量の方針を話していただく他、参加者の皆

さんからの質問時間も用意しております。第2部はク
ラブ会長も参加できます。
(う)ローターアクターの参加

クナークR量会長から「ローターアクターたちを積極

第2750地区ガバナー)

i会長と語ろう

21:00閉会

登録締め切りは10月16日です。参加資格者、登録の
詳細などは各地区ガバナー事務所にお問い合わせくださ
い。ローターアクトクラブの会員はホストクラブを通じ
て、各地区ガバナー事務所からお申し込みください。

秋の夜長
圏∴

あなたも一句・一首

詠んでみませんい?

ロータリー俳壇・歌壇・柳堰

雑詠︒1カ月にお一人︑はがき1枚に3句(首)ま
で︒クラブ名・お名前"電話番号を記入の上︑﹃友﹄

編集部までお送りください︒会員のご豪族︑口-

ターアクター︑インターアクター︑米山奨学生など︑
ロータリー学友からのご応募も大歓迎です︒

.襲該誓蓼
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\そして9カ月後、ポールは辞職を

ゝ申し出ましたが…

ミ

まっ待ってく

そう言ってクラークは、直ちにポールを
ヨーロッパに派遣しました。

これは、よほどの信頼がなければ
できることではありません。

こうした数々の経験からポールは、
伝統と習慣の違いがあったとしても、

この彼の思想こそが、ロータリー運動が
国境を超え全世界に受け入れられる
基盤をつくったのかもしれません。

≡

日本の回書タリ
★

1920年10月に東京ロータリークラブ(RC)が創立してから、この10月でついに日本のロータリーは100周年

を迎えます。東京R

Cは日本のロータリー100周年実行委貴会記念車楽等委員会と「100周年の鐘」を制作し、

2018年7月にお披露目。

「鐘」は全国34地区に一つずつ届けられ、各クラブで点適されています。

∴言

(写真提供:東京R

C)

写真左から「鐙」を掲げる東京R Cの山本幾人会長(肩書
当時、以下同)と東京R C百周年担当理事の吉澤審一会貝

"

日
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ニュージェネレーション

NEW

緑あってロータリーに触れた若者た

GENERA丁lON

大学教授になって示したい
米山学友

ゴンルドブ

ニコン

ブアンラ

マリエッタ

ち臆

彼らはいま、何を思い、どんな

ことに挑戦しているのでしょうか。

ば女性の自立性が比較的高
いと感じました。男性なら

できることも、女性にはで
きない、というのが私の生

私は今、大学でトマト果実の「つやなし果発生とホウ

まれ育った国の一般的な考

素欠乏との関係」について研究しています。つやなし栗

え方です。男性の能力は女

は真因の侵入をもたらし、トマトの品質を低下させます。

性よりも上というイメージ

農家がトマトをたくさん収穫し、また人々に安心と安全

が社会の中に深く根付いて

を届けられるよう、この研究をしています。母国ペナン

しまっています。しかしそ

では経済の7割を農業が支え、トマトは一年中栽培でき

れは大きな間違いです。女

るので、この分野に興味を持ちました。また、ペナンの

性も男性と同じ能力と責任

ことを知ってもらおうと、国際交流コンサートに参加し

を持ち合わせているはずです。いつかこのことをペナン

たり、料理教室の諦師や、出羽庄内国際村ではフランス

の人々に証明したいです。そして、ペナンへ帰ったら日

語教室の教師を担当したりしています。

本とアフリカの懸け橋になり、日本で学んだことを生か

ペナンでは女性の地位はまだまだ低く、女性は育児を

して、女性の社会進出に向けて闘っていきたいです。

し、家事に専念すべきと考える人がほとんどです。米山

アフリカ・ペナン共和国出身。山形県朝岡市在住。岩手大学大学

奨学生になり、日本でロータリアンの女性社長に会った

院連合農学研究科博士後期コース2年生。奨学期間:

り、テレビで女性の政治家を見たりした時に、日本社会

に「ハーフ」ということで嫌な扱いを受けたことがあり、

自分らしくポジティブに!
ローテックス

高林

2017年4月

へ19年3月、ぜ話クラブ:鶴岡RC。趣味は歌と料理。

ずっと心の中でやるせない気持ちがあったのですが、留

美紀

学中に知った

us

Everyone

special

is

and

di節erent

and血at

s

what

make

beauti餌(違いこそが私たちを特別に、そ

私は将来、国際的に

して美しくする)病という言葉と、留学先で出会った人た

活躍できる仕事に就き

ちが私の価値観を変えました。今まで無理やり周囲に合

たいと思っています。

わせ、自分の愚見を言うのか怖かっだのですか、自分ら

日本人の父とマレーシ

しぎとは何かを考え、向き合うことができるようになりま

ア人の母の下で育ち、

した。留学先で出会った友達は私の一生の財産です。

よく旅をする家庭環境

アメリカから日本に帰国した直後、多民族国家である

だったこともあり、幼

マレーシアに留学する決心をしました。多様性のある世

い頃から海外に関心が

界で生き抜くために、英語、中国語などの語学力を磨く

ありました。しかし、国際的に働きたいという夢を具体

ことはもちろん、友人をつくり、異文化への理解をさら

的に持つようになったきっかけは、

に深めて自分らしく、周りにポジティブな影響を与えら

16歳の時にアメリカ

で青少年交換学生として1年間過ごしたことです。
多国籍社会のアメリカで、人種、言語、国籍など、バッ

クグラウンドが全く異なる人たちと過ごし、意見交換す

る毎日はとても新鮮で刺激的でした。私自身、小さい頃

れる人になりたいと思っています。
鳥取県米子市出身。

2018-

19年度第2690地区青少年交換学生と

してシカゴへ留学。現在はマレーシアの高校に留学中でクアラル
ンプール在住。趣味は旅行、写真撮影、動画編集など。

●皆さんの周りの若い人をご紹介ください!ローダノーのプログラムに参加したことのある10-30代までの若者(現役、学友
どちらも可)を『友』編集部にご推薦ください。記入用紙は『友』ウェブサイトwww.「otary-nO-tOmO.jpからダウンロードできます。

令和2年10月号
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バスIしき繕いエ

今月はクロスワード。パズルは一般的な問題で、ご家族

ロ一夕iI一を学ぼうI

の方も楽しめます。ただし、二重枠に入った文字を入れて
できた言葉はロータリーに少し関係があります。どんな関
係かな。ロータリーのこと、ちょっとずつ学ぼう。
パズル制作/二コリ

二重枠に入った文字をAからFのIi剛こ並び替えてできる言葉は何でしょう?

ヨコのカギ
1紅葉する植物の代表格。童謡『もみじ自こも登場
トランプの「スペード」はこの意味

2
3

日本海流の通称

4

泣き虫がよくかく

5

イメージー

クールー

トップー

秋の七草の一つ。尾花ともいう
ウズラのはニワトリのよりも小さい

8
10

主な職場は図書館
へそという名の柑橘(かんきつ)
大家さんの飯の種

12

13
14

16
18

『子どもと家庭のメルヒェン集」を著したドイツの兄弟
ライオンのは犬歯、ゾウのは門歯

20

続編映画のタイトルにつきがちな言繋

田口□□□□□

タテのカギ
1

「徒競走」を大和言葉で

6

長距離の道のり。

「はるばる」の枕ことば?

14

ココナツが採れる種も

2、

11…

15

青信号だ、レッツー

7
9

3、

5、

7、

見ればきりがない

11尺の十分の一
12

干潟にすみ、

17

人さし指と中指、あるいは親指と人さし指で

19

-光学 一定教 書キーボード

21ここでシャワーを浴びたり湯船に漬かったり

「がん漬け」の原料になるカニ

◆パズルdeローダノー応募方法◆

郵送での応募は郵便はがきに、①

「10

月号の答え」②名前③所属クラブ④今月号で印象に残った記事をお書き
添えの上、

〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル4階

(一社)ロータリーの友事務所P係までお送りください。④に関する回答は、

「声」桐(縦組み)に転載させていただくことがあります。会員以外のご

づ\詰豊二。友。。ゴ入り

応募も大歓迎です。
WE B応募は下記のURL、または右の2次元コードから。

日本けん玉協会公認

「競技用けん玉」を
プレゼントロ

rotary-nO-tOmOjp/puzzle.php

◆締め切り◆

2020年11月10日(火)必着

詰

醐蜃㍉

●パズルdeロータリー(7月号)の答えと当選者は、横組みP38に掲載しています,
5

日本将棋連盟
宮田敦史

錨困り

七段

初手に注意
5手詰め

5分で5級

●詰め将棋の解答は、横組みP38に掲載しています。
(※詰め将棋にはプレゼントはありません)
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財団、Gaviワクチンアライアンス)は、

が、現地の子どもへの予防接種を阻む

この達成をたたえ、これは連携を伴う

要因となっていました。

深い関与、粘り強さがあれば世界から

アフリカ地域で野生株ポリオウイル

ポリオを根絶できることの証しである

スが根絶された今、世界人口の90%

と述べました。

以上を占める6地域のうち、

5地域で

アフリカ地域の野生楊ポリオ
ウイルス根絶が宣言される

認定は、独立したアフリカ地域認定委

WH

世界保健機関(WHO)は、

8月

員会(ARCC)が現地で徹底した検

るアフガニスタンとパキスタンでは、

25日、アフリカ地域の全47カ国に

証を行った上で行われました。同委員

現在も野生株ウイルスによるポリオの

おいて野生株ポリオウイルスの広がり

会は、新規症例がないことを確認し、

感染が続いています。

が断ち切られたことを正式に発表しま

さらにポリオの監視・予防接種・検査

アフリカ地域の野生株ポリオ根絶の

した。これは、国際ロータリー(RI)

の能力についてカメルーン、中央アフ

認定は、ライブストリームイベントで

が最優先事項として掲げてきたポリオ

リカ共和国、ナイジェリア、南スーダ

行われました。イベントには、ナイ

の世界的根絶に向けた、歴史的かつ重

ンから提出された文書の分析も行いま

ジェリアのムハンマド・プハリ大蔵

要な前進となります。

した(同地域の他43カ国からの文書

領、ビル・ゲイツ氏、ボルガ一・クナー

は既に委員会が受理)。

クRI会長、その他のGPEIパート

アフリカ地域の野生株ポリオ根絶の

数十年にわたるアフリカ地域での懸
命を努力によるこの勝利を受け、
と世界ポリオ根絶推進活動(GP

R
E

I
I)

アフリカ地域の野生株ウイルスによ
るポリオの最後の症例は、

2016年8

のパートナー団体(アメリカ疾病対策

月、2年間の無症例期間の後、ナイジェ

センター[CDC]、ユニセフ[国連

リア北部のポルノ州で記録されたもの

児童基金]、ビル&メリンダ・ゲイツ

でした。紛争や人口移動といった課題

寡郵相一関関

台湾グルメを楽しもう

ポリオが根絶ざれたことになります。
Oの定める東地中海地域に含まれ

ナー団体の代表らが出席し、スピーチ

を行いました。祝賀イベント後には、
話者会見が開かれました。
クナーク会長は、

「新型コロナウイ

ルス感染症流行の中で 人々は良い

臭豆腐はその名の通り強烈な臭いです
が、ガーリックソースをかけて食べる

揚げ豆腐の味は絶品です。麺類もいろ

台北では、日が傾くとショッピング

夜市に繰り出す前の腹ごしらえは台

の時間です。歩道や道路上に屋台が並

湾の屋台グルメを満喫できるように醒

び、夜市でにぎわいます。毎日夜市

めにしておきましょう(しなくてもい

が開かれる通りもあります。

2021年

いくらいです)。葱油断(ネギのパン

2021年台北国際大会の

ロータリー国際大会で6月12へ16

ケーキ)や揚げ餃子、香腸(香辛料入

参加登録はこちら

日に台北を訪れる方は、台北で日ごと

りソーセージ)など、種類は豊富です。

いろな味がそろっています。
-HANK

⊂OnVe

ntion.

SARTIN

rotary.orglja

繰り広げられる、この活気あふれる夜
市をぜひ体験してみてください。日ご
とというより、夜ごとでしたね。

圭耗夜市は100年以上も歴史があ
り、おそらく台北で一番有名な(一番

混んでいる)夜市です。近くの国立教
官博物院を訪れた後に、夜市に繰り出
すといいでしょう。剣洒駅の近くには

食べ物の屋台が並び、陽明戯院前の広
場近くにもさまざまな屋台が集まりま

す。台北101の近くにある臨江街税
光夜市(またの名を通化街夜市)も観
光客はそれほど行かないとはいえ、ま
た有名です。どの市場も、週末よりも
平日の夜の方がすいていて、観光地っ
ぽい雰囲気も薄らぎます。
令和2年10月号

ロータリーの友
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リオ予防接種を受けられるよう

世界の保健関係者や専門家は、アフ

に、ボランティア的200万人が

リカだけでなく「世界からポリオを根

活動しています。

絶する」という最終日標を達成するに

同地域のポリオ根絶に対する

は、今後も資金調達とアドポカシー活

ロータリアンからのこれまでの寄

動を維持していくことが重要であると

付は、約8億9,000万ドルに上

述べています。この目的のために、ロー

ります。この資金は、ポリオの監

タリアンは引き続き、重要な役割を

視、ワクチンや人員の輸送、認識

担っています。

ニュースを必要としている」と述べまし

向上ギヤンぺ-ン、全国予防接種日の

クナーク会長は「今回の快挙はポリ

た。今後も大きな課題が残されている

ためにロータリーがポリオプラス補助

オのない世界に向けた大きな一歩で

ことに言及した上で「だからこそ、こ

金を支給するのを可能としてきました。

す。しかし、闘いはまだ終わっていま

の大きな成果を認め、この快挙を実現

ロータリアンが構築を支えてきた

せん。世界のポリオ根絶を実現するに

するまでに重要な役割を果たした全て

広範なポリオ根絶活動におけるイン

の人を称賛しなければなりません。長

フラは、新型コロナウイルス感染症

そして医療従事者による懸命な努力が

年の努力があったからこそ、ここに至

と2014年のエボラ出血熱危機への対

必要とされます」と述べています。

ることができたのです」と語りました。

応、および黄熱病や鳥インフルエンザ

詳しくはendpolio.org/jaをご覧く

から地域社会を守るためにも活用され

ださい。ポリオ根絶活動へのご寄付に

てきました。

もご協力をお願いします。

数十年にわたる取り組みの成果
アフリカで野生株ポリオウイルスが
検知されていないことは、

1996年の

状況を考えると極めて大きな進屈とい

は、ロータリアンと寄付者からの支援、

-Ryan

残された課題
GPE

今後のR

Iの現時点での課題は、ポリ

I国際大会

1996年に7万

オの感染が途絶えたことのないアフガ

2021年6月12-16日

5,000人の子どもがポリオによるまひ

ニスタンとパキスタンの2カ国にお

台湾"台北

を思っていました。その年、カメルー

ける野生椋ポリオウイルスの根絶で

ンで開かれたアフリカ統一機構の会議

す。アフリカでも引き続き、野生株ポ

統計

で、アフリカ各国の首脳がポリオを同

リオウイルスが再燃しないように、ま

全世界ロータリアン総数

大陸から根絶することを誓いました。

たワクチン由来のポリオウイルスから

1,186,144人

えます。同地域では、

その同じ年、この取り組みを強化す

Hyland

子どもを守るために、日常的な予防接

クラブ数36,235クラブ

GPEIパート

種を強化する必要があります。ワクチ

地区数523地区

ナー団体、南アフリカのネルソン・マ

ン由来ウイルスによる症例はまれです

国と地域200以上

ンデラ大統領(当時)が、アフリカ

が、アフリカの一部地域で症例が礎認

ローターアクト会員数203,537人

でのポリオ根絶を目指す「Kick

されています。

クラブ数10,750クラブ

るため、ロータリー、

Out

Polio

ofAfhca」キャンペーンを開始。

ポリオを根絶するには、質の高い予

国と地域160以上

ポリオへの認識向上を図り、アフリカ

防接種キャンペーンを引き続き優先し

インターアクト会員数345,023人

の30カ国以上が初の全国予防接種日

て展開しなければなりません。新型コ

クラブ数15,001クラブ

を開催しました。マンデラ氏の呼び掛

ロナウイルス感染症の流行中も、子ど

国と地域150以上

けにアフリカ諸国のリーダーが応え、

もへのポリオ予防接種を行いつつ、医

全ての子どもにポリオワクチンを授与

療従事者を新型コロナウイルス感染症

する取り組みが開始されたのです。

から守り、感染拡大につながらないよ

1996年以来、アフリカだけでなく

2020年8月17日現在

口詣謂」m。ィ。

うにする必要があります。

世界中のロータリアンが資金を募り、
子どもたちにワクチンを授与し、予防
接種を呼び掛け、

GPE

Iによる対応
2019

を支えてきました。

90億国分以上の

経口ポリオワクチンが授与され、アフ
リカ地域で推定180万人のまひ症例

掲餓ウェブサイト:GPE

i

(世界ポリオ娘絶推進活動)
http:/lpoi

ioe「ad

i⊂ati

2億2,000万人の子どもが数回のポ
34
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1月1日・-

2018 2017

8月26日

パキスタン

67

147

12

8

アフガニスタン

37

29

21

14

104

176

うう

22

on.orglpoiio-

today/poiio-noWlthis-Weekl

を防いできましな 同地域では毎年、

2020年

常

在

国

世界合計
R

i日本事務局財団室NEWS2020年9月号から
2020
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世界ポリオデーを支援しよう

1990年初頭、私の母国ではポリ

紙にはこうありました。

「ラビンドラ

あってこそです。

オがまだ脅威となっていました。ス

ン様、あなた方が政府に2日間の停

10月24日は世界ポリオデーで

リランカのポリオプラス委員長だっ

戦を認めさせられるなら、私たちも2

す。ぜひこの機会に、ロータリー

た私は、ロータリアンや政府高官、

日間は攻撃しないことに同意しましょ

のポリオ根絶活動のために募金や

ユニセフ代表などから成る特別委員

う。私たちが戦っている相手は子ども

認識向上活動を行ってください。

会の一員として、全国予防接種日

たちではないのですから」

endpolio.org/worldpoliodayで、

(N量Ds)などのポリオ根絶活動を

これで、停戦が実現し、全国予防接

バーチャルイベントや募金イベント

種日が実施され、ロータリーの綴葦を

を計画するためのツールを入手し、

しかし、当時スリランカは内戦の

付けた自動車が反政府組織の占領する

クラブのイベントや活動を登録しま

真っただ中。全国予防接種日の展開

地域にあるワクチン投与所へと向かい

しょう。

は紛争地帯以外でしか行えないと政

ましたが、赤十字と同じように敬意を

府には言われました。つまり、全国

持って丁重に迎えられました。障害は、

ピル&メリンダ・ゲイツ財団が寄付

3分の1の子どもたちがワクチンを

克服するまでは乗り越えられない壁に

金の倍額を上乗せしてくれます。新

受けられないことになります。これ

思えるものです。

型コロナウイルス感染症というパン

率いていました。

ポリオプラス基金に募金すれば、

デミック(感染爆発)に見舞われて

構築に尽力したポリオ根絶のためのイ

いる今、ポリオが再びまん延する重

そこで、ロータリーとユニセフが

ンフラが、新型コロナウイルス感染症

大なリスクに世界は直面していま

介入して停戦を提案。世界的に恐れ

対策のために使われている間、ポリオ

す。力を合わせれば、残りの障害も

られている、捉えどころのない反政

ワクチンの投与を一時停止するという

尭服し、ポリオのない世界を実現す

府組織のリーダーに接触するのは容

苦渋の決断を、

RIは下しました。し

ることができます。そのために、こ

易なことではありません。それに、

かし、アフリカでは野生株のポリオウ

れまで以上に皆さんのご支援が必要

交渉に当たってはロータリーの評判

イルスが根絶され、野生株ポリオウイ

なのです。

に傷をつけるようなことがあっては

ルス流行国も残り2カ国となった今、

なりませんでした。

私たちは先に進み続けます。どんな

た。

数週間後、秘書が震える手で手紙

に困難な状況でも克服できることは、

を届けてくれました。反政府組織の

ロータリーの歴史が証明しています。

リーダーからのサインがあるその手

とはいえ、それは皆さんのご協力が

合和2年10月号

K.

R.

uo呈妻ら羊﹂主uo焉﹂︺S圭一

2020年3月、ロータリアンたちが

はとても受け入れられない提案でし

RAVINDRAN

2020-21年度

ローダノー財団管理委員長
ロータリーの友

3与

地区別クラブ数・会貝数一覧表
(2020年7月末現在)

地区

お知らせ

スポンサークラブ

第2510地区

70

2,533

2,632

第2750地区のP

第2520地区

77

2,186

2,227

を引いた数です)

第2530地区

64

2,248

2,330

第2540地区

42

1.141

1.140

・山梨県)

第2550地区

48

1,718

1,749

甲府シティ

第2560地区

56

2,084

2,092

会員数:9人

第2800地区

49

1,540

1.598

P6「日本のロータリー」数は

第4月

第2830地区

41

1,124

L172

34地区合計からPBグルー

第2570地区

50

1,581

l,624

第2580地区

70

2,902

3,023

第2590地区

55

1,966

2,013

第2600地区

53

1.938

1,982

例会場:ヒロコーポレーション2階
〒400-0049甲府市苗竹

ヒロコーポレーション内

幹事:古屋容子

新潟向陽高等学校(2560

・新潟県)

新潟中央

ガバナー月信より 2750ク
ラブ数・会員数は、 PBグ
ループ9RC263人(北マ
リアナ諸烏・グアム・ミクロ
ネシア・パラオ)を含みます。

プを引いた数。
273人。

地区会貝殻修正

64

2.590

2,671

分月末)表中、

第2620地区

77

2.889

2,985

34地区合計会員数:

第2750地区

97

4,659

4,787

第2760地区

85

4,802

4,901

第2770地区

74

2.415

2,542

第2780地区

66

2,288

2,398

吉いたま市立大宮西高等学校

第2820地区

55

1,895

1,988

(2770

第2840地区

45

2,099

2,106

・埼玉県)

大宮中央

終結:2020年3月31日
セントヨゼフ女子学園(2630・三重県)

久居

終結:2020年3月31目
・大阪府)

堺東南

終結:2020年6月25日

ローターアクトクラブ終結
釜石東(2与20

提唱クラブ

88,575

人、表外とP6「日本の
88.306人。同8月号横組
みP47 (5月分月末)表中、
2.128人、

2,824

2,770

34地区合計会員

第2630地区

74

3,134

3,247

第2640地区

67

1,719

1,846

第2650地区

96

4,455

4,643

第2660地区

80

3,593

3,623

第2670地区

74

2,972

3,039

第2680地区

71

2,686

2,770

第2690地区

65

3,009

3,056

第2700地区

6重

3,089

3,202

第Z710地区

73

3,205

3,321

第2720地区

75

2,384

2.466

第2730地区

68

2.375

2,425

第2740地区

・岩手県)

34地区合計

釜石東

「日

本のロータリー」最終行会員
数88,158人。同9月号横組

みP50
2.069人、

提唱クラブ

(4月

2.126人、

数:88,427人、表外とP6
82

指華高校(2640

2560:本

ロータリー」最終行会員数

第2790地区

提唱クラブ

19年7月末

PBグループ9RC会員数

第2610地区

終鯖:2020年3月31日

提唱クラブ

Bグループ

誌7月号梯組みP74

インターアクトクラブ終結

提唱クラブ

日本のロータリー
会員概数 86,089人
クラブ数 2,238
(左の表中34地区合計から、

2,291

19:30

会長:田村松江

会員数

2,219

2020年8月13日認可

4-1-7

19年7月末

67

例会日:第2月12:30

事務所:

会員数

第2500地区

ロータリー衛星クラブ
甲府シティ中央(2620

RC数

2650

・

(6月分月末)表中、
2750

・

4.642人、

4,429人、

34地区合

計会員数:85,506人、表外

とP6「日本のロータリー」
最終行会員数85.239人。

56
2.247

2.144

2.222

86,352

88,935

ご案内 左記一覧表は、 3
つのゾーン順で色分けしてあ
ります。表中の左端の色と、
横組みP

37奥付の日本ロー

タリー分布図の色を対照し、
ご覧ください。

*友ウェブサイトの「ロータ
リー資料館」にデータ修正後
の表を掲載しています。

終結:2020年6月30日
呉(2710・広島県)

提唱クラブ

細トラリーの負11月号主要記事予定

呉

横組み

終結:2020年6月30日

◆訂正

本誌9月号縦組みPlO

の人訪ねて」下段前から2、

「こ

ロータリー財団月間

クラブアンケート

特集

縦組み

特集

グローバル補助金を活用する

新型コロナウイルス禍への対応

世界で活躍する人材

ロータリー平和センター

4行目

課業蒜嵩竜田R

の登園を益圭へ、おわびとともに訂正

。,

Rotary

します。
◆友」ウェブサイトwww.rotary-nO-

tomo.jpにアクセスを

電子版「友」

の閲覧、ロータリー情報の確認、出版
物のご注文など、ご活用ください。
36
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ご投稿・お問い合わせは鵜
〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15

一般社団法人ロータリーの友事務所

TeL

黒龍芝公園ビル4階
03葛3436-6651

Fax.

03-3436-5956

編集部メールhensyu@rotary-nO-tOmOjp管理部メールkeiri@rotary-nO-tOmOjp

ロータリーの友ウェブサイトwwwrotary-nO」tOmOjp
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長
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野崎

恭子

安平

和彦

(姫路)

結
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信彦

(土浦南)

橋本

長平

(京都東)

清水

良夫
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宏

若林

"社

貝

辰野

克彦

野生司麓光
禍原

石-

久保田英男
筒

仁-

(東京西)

(東京小石川)
(東京銀座)

(舘倉)

(茨木)

監

事

季節

(宇都宮北)

集

三浦

痩-

(東京八王子西)

横山

武志

(廉京北)

東川

-成

(大宮シティ)

羽田

伊助

(東京目黒)

野中

茂

榊原

一久

(東京豊自棄)

渡辺

誠二

(東京みなと)

野崎

恭子

宮地

康明

絹二

山名

愛

熊谷健太郎
理

(大阪西南)
(東京塑町)

黒野

(東京みなと)

飯田亜白書

管

実時

高野伊久男

所

振込銀行

冨澤

英子

半田
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印

刷
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大日本印刷(株)

半七写実印刷工業(繰)

(li旧)

-般社団法人ロータリーの裏書織所
〒10与-0011

東京部活区芝公園2-6-15烏龍芝公園ピル4階
く新千葉)
(横浜茜)

電話

03-う436-6e51

各AX

Oう-3436-5956

縞集部メール

hensyu@「Ota「y-nO・tOmO.jp

管理部メール
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表紙について

神無月ともなれば、

「食欲の秋」。

といきたいのですが、年々気温は上がり、

なかなか涼しさが戻りません。
しっかり食事ぐらいは取りたいですね。
五十嵐仁之(いがらしひとし
イラストレーター、

19うう年山形市生

まれ,日本大学芸術学部美術学科油
画専攻卒言株)三陽商会広告宣伝茎
を経て、現在東京都渋谷区でスタジ
オシャンクル・ジム主宰ト 音霜、雑
誌、に、告のイラストを手二三直る

「パズルdeロータリー」の答え

その模様はウェブ動画として後から視聴できるよう工夫

7月号の答え「l〈-チヤル」

されています。

今ではクラブや地区の会合もバーチャルで行うことも

多いのではないでしょうか。本当は対面したい思いもあ

車)答えは「バーチャ
2019-20

りますが、新しい技術を吸収して楽しむチャンスも今の

年度のロータリー国際

うちです。もし利用したことがなければ、詳しい仲間が

大会はハワイ・ホノル

いるはずですから、聞いてみましょう。遠くの友人にも

ルを舞台に盛大に開催

簡単に会うことができ、新たな発見や出会いが期待でき

される予定でしたが、

ますよ。

ル」です。

新型コロナウイルス感

バーチャル会議用の背景画像データ

染症の世界的まん延に

brandcenter.rotary.org/ja」P/Materials/

より、大会はバーチャ

Club-Resources

ル、つまりオンライン

※

形式に急きょ変更となりました。このバーチャル国際大
会はロータリー史上初の試みでしたが、

(袋井RC)、市川晴樹(長野北東RC)、山田邦子(前橋RC)、

員がリアルタイムで視聴しました。その後さまざまなテー

渡部大輔(宇和島R

マについて多くの分科会が開催され、学びを得ました。

P32詰め将棋の答え◆

▲

2一錬成△同金▲同と△同玉▲

2二金まで5手詰め。
この問題に関するお問い合わせは、往復
はがきに、お名前、ご住所、電話番号を
お書き添えの上、

〒

151-8与16東京都渋

谷区千駄ヶ谷2-う9-9

臆臆
漢書
園■
園臆

(公社)日本将棋

連盟普及課ロータリーの友詰め将棋係ま
でお送りください。

う8

4

与

ロータリーの友

飛

3

Rotaγへのログインが必要

応募総数 213人 正解者 213人
当選者(敬称略・順不同) /岩佐祥一(流山中央RC)、高見
初子(大阪天王寺RC)、坂照明(四日市塙RC)、山田武男

2日間の本会議

はYouTubeにてライブ配信され、世界中から多くの会

◆

My

2

C)、磯野茂(東京小金井R

C)、近茂寛(能

代RC)、松尾巧(湯布院RC)

1

王

￣

霜
塑

金

こ

な
し

四

五

◆解説◆
初手▲2一とは△1二王▲2二と△1三玉
以下逃げられて詰みません。飛車の利きを
通す▲2一錬成が好手。対して△1二王は

▲2二飛戊までなので△2一同金の一手だ
が、

▲2一同とへ▲2二金で詰みとなりま

す。
i
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NO.10

声音7月号の感想

︻対象記章︼

a章

﹃友﹄を読んで︑﹁この原稿を書いた人に工-ルを送りたいー・﹂

﹁惑勤した﹂﹁知らなかった﹂などの感想︑﹃友﹄そのものに関

逸文

ロータリIに関しては︑常

杉山

克雑

︻対象記蜜︼

(構pう4˜与5)

大人の着こなし図鑑①◇ワイシャツ

︻対象記章︼

スピーチ◇(擁)A andし・-Ve代

轟取締役・高田明氏の﹁夢持ち続け
日々婦警(鱗p4˜8)

︻惑想︼全文を精読し︑奉仕の精神

︻感想︼着る物に無頓着な男性は多
いと思います︒しかし︑アドバイス

の会話ではなく︑常に相手の目線と

川崎中RC

小泉

富樫

繁勝

寿彦

は初めてだと思います︒とても良い

︻感想︼ ロータリ˜らしくない斬新
な企画ですね︒このような取り組み

と思います︒中条RC

︻対象記章︼

タリー﹂①(横p57˜鯖)

連動コミック﹁ポール・ハリスとロー

︻感想︼絵が印象的で驚いた︒ロー

タリーの勉強になるし︑子どもに読
ませることで︑ロータリIとは何か
渡部

太輔

を伝えていくことができると思う︒
宇和島RU

andし・IVe代

﹁自分が伝えた﹂と﹁相手に

の肉声が聴けると︑初めて知りまし
昇
高松RC 大平
た︒

︻惑想︼録音されたポール・ハリス

声を聴く﹂(織p16˜17)

夜露の広場◇本書RC・高田宗彦氏
の﹁創立記念日にポール・ハリスの

︻対象記章︼

ことを相手に正しく伝えることは︑
本当に難しいと思います︒
宇部RC 古谷 方正

ろは全く同感です︒自分が伝えたい

伝わった﹂は全く別物︑というとこ

︻感想︼

轟取締役・高田明氏の﹁夢持ち続け
日生擢管(繊P4˜8)

スピーチ◇(楊)A

︻対象記事︼

事な根っこであると思います︒
富士山吉原RU 山崎 清貴

環境を意識する︒コロナ禍において
奉仕の心を育てるための︑とても大

に強く感じ入りました︒独り善がり

をしたら気分を害するのでは︑とた
めらいます︒それでもグローバルに

交流するには︑ある程度気を付ける
ことも必要です︒蛇足ながら︑サイ
ズの合わない服を着ることが一番の

す︒

ウイークポイントではないでしょう
か︒この企画︑次号以降も楽しみで

︻対象記事︼

伊勢南RU

連動コミック﹁ポール・ハリスとロー

満典

タリー﹂①(横p57˜悌)

バナーの横顔﹂(揃pま0˜37)

橋本

ツを着る機会が多く︑今回の記事で

︻惑憩︼仕事柄︑普段からワイシャ

(構p糾˜与5)

大人の着こなし国電①◇ワイシャツ

︻対象記章︼

諌早多良見RC

ら参加された際︑親近感を覚えます︒

のつながりで︑地区大会に他地区か

できて楽しい︒また︑ガバナー同士

︻感熱︼各ガバナーの人となりや地
区の雰囲気が︑何となくだけど想像

20ま0-21年度ガバナー綴介﹁ガ

︻対象記事︼

ました︒

紹介文を読んで︑つくづくそう思い

あると思っています︒各ガバナIの

日頃から百人百様の考え方︑行動が

︻感想︼

バナーの標顔﹂(横Pま0˜37)

之0曇0-曇1年度ガバナー綱介﹁ガ

︻対象記事︼

するご意見などを紹介します︒

hear-﹂(横P8˜19)

国 際 ロ ー タリー会長緒介﹁Young

︻感想︼ホルガー・クナーク氏の人
となりや経験︑考え方を知り︑コロ

松本

ナ禍で沈みがちな気分も前向きに楽
しんでいきたいと思えました︒楽し
中津RU

い一年になりそうです︒

︻対象記事︼

でつくる笑顔の輪﹂(横P舶˜仰)

新型コロナウイルス感染症対応◇岡
山南RC・秋山秀行氏の﹁新型コロ
ナに貫けるな! 〃DAGASH-〃

︻感想︼私の所属クラブも3月9日

に﹁全国被災地こどもDAGASH
Iリレー﹂を実施しました︒新型コ
ロナの影響で︑当初の計画より規模

を縮小しま し た が ︑ 子 ど も た ち の 笑
顔が最高でした︒次回に期待してい
ます︒
石巻束RC 浅野 辰之

知らなかったことを学ばせてもらい
ました︒ありがとうございました︒
豊橋ゴールデンRC 小久保捕吏

●本文200宇以内︒本文とは別に︑対象記章名(例⁚○月号﹁友愛の広場﹂︑○○さんの記事)と
お名前︑クラブ名︑連織先を付紀しお送りください︒詳細は投稿規定または千友﹄ウェブサイトで!

〈ニ丞]39

ロータリーの友

令和2年10月号

感想

ロータリーアットワーク

を寄贈することができました︒

ら約100件の申し込みを受けまし
た︒1 0地区41クラブ(うち当地区から

スシールドを川崎市多摩区役所に

として︑当地区から配分されたフ工I

オンラインツールを使って奉仕が実

480枚︑多摩警察署に240枚︑多

を実践できたと思っています︒

践できる元気なクラブとして︑最高の

若林薫署長から吉場八重子直前会長に

摩警察署にマスク1000枚を寄贈︒

NO.10

VOし.68

4クラブの会長と幹事8人がそろっ

て3市町村を訪れ︑それぞれ贈呈式を

とを︑心から誇りに思っています︒それ

なお︑区役所への寄贈分は︑医療現

摩消防署に190枚を寄贈︒この様子

もこれも米山にまつわるクラブだから

場で活用するため︑多摩区医師会に届

仲間たちと白雪同の奉仕活動ができたこ

同時にたくさんの方から寄付金が寄

こそ︑実現できたのかもしれません︒米

けられました︒多摩消防署からは感謝

30クラブ)に及び︑遠いところでは北海

市 へ の 贈 呈 式 の模様は︑テレビや新聞
せられ︑また購入物資をクラブ︑個人

朴貞子・記)

道から購入の申し込みがありました︒

などの取材を受けて広く報道され︑大
としての奉仕活動につなげたクラブも

山最高I・(東京米山友愛RC

行いました︒そのうち6月4日の厚木

きな反響がありました︒これにより
多くあったと聞きました︒

は地元タウン誌で紹介されました︒

ロータリーの認知度を高め︑公共イ
光栄なことに︑R-本部から連絡を

コロナ禍での対応最前線

状が届けられ︑7月2日の例会時には

メージの向上に大きく貢献することも

受け︑6月のバーチャル国際大会で本

(厚木RC

滝澤勇・記)

できました︒

惑謝状が手渡されました︒若林署長は

いきたい﹂と話してくれました︒

﹁うまく活用して地域の安全を守って

名現場の従事者を支援-・

を代表し新型コロナウイルス感染症拡
大防止に関する活動として発信できま

新型コロナウイルス感染症の拡大が

マスクが不足していた時期に︑確保に

ざらに吉薄和久会員が与月7日に多

賞︑ガバナI賞を受賞︑地区外からも

続き︑支援活動を検討していた時︑焼

第2与90地区・神奈川県

高い評価をいただき︑前年度のRl会

した︒また地区内ではガバナー持別

川崎西北ロータリークラブ

事業を紹介するチャンスを得て︑日本

日本から発信
医療物質支援プロジェクト
東京米山友愛ロータリークラブ
東京米山ロータリI巨クラブ2150

以上︑当クラブと会員個人の活動報

奔走した様子がうかがえます︒

長である水口昭雄会員が︑例会で川崎

告です︒一刻も早く新型コロナが収束

き鳥販売・卸売業を営む(株)水口の会

新型コロナウイルスの影響で思うよ

市立多摩病院の医療従事者に焼き鳥

し︑マスクのいらない世界が来ること

長テーマ﹁ロータリーは世界をつなぐ﹂

うに活動ができない中︑何か行動した

1与00本を寄贈すると発表︒6月26

第之7与0地区・東京都

いという思いから︑2クラブ合同で﹁医

(長野蕪・記)

を願うばかりです︒

ことも可能です︒

にも入会でき︑二重会員身分となる

活動を行います︒ロータリークラブ

のり-ダーと交わり︑ボランティア

キルを磨き︑ロータリアンなど地元

ラブです︒リーダーシップや職業ス

歳以上の全ての若い成人のためのク

ロータリークラブが提唱する︑18

(R○雷﹁a︹一∩一∈す)

ローターアクトクラブ

日の寄贈式には会員複数人が出席し︑

その他の新型コロナ禍での支援活動

援活動のり-ダー的存在です︒

先して現地に赴いており︑クラブの支

トウ・フ工-スを重視し︑この時も率

鳥7000本を届けました︒フ工-ス・

の慰問として︑焼きたての温かい焼き

一原発の事故により避難した人たちへ

水口会員は東日本大震災後︑福島第

療従事者を激励しました︒

焼き鳥に慰謝のメッセージを添え︑医

療物資支援プロジェクト﹂を立ち上げ
ました︒発起人は中国出身の米山学友
で東京米山友愛RCの林芳さんと︑東

京米山ロータリー各クラブ2750の
王婿さん︒医療用マスクと感染症院止
キット (防護服と靴カバー)︑医療用

ゴーグルの三つの商品を低価格で提供
する事業で︑地区内各クラブの会長・

幹事一人一人に連絡したり︑Eクラブ
にメークアップした会員から発信して
いただいたりした結果︑個人と団体か

Annotation
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ロータリーの友

40〈三日

〈-チヤル国際大会の本会議で、活動を報告
l

WO縛K
昆0」でA手打A†

ロータリーアットワーク

地域との縛を大切に
大阪南なみはやロータリー衛星クラブ

制交流サイト) や広報誌に掲載され︑

公共イメージ向上の一助になったので
はないかと思っています︒寄贈品は区
内の医療機関や学校へ配られ︑有効に

ら承認された︑地区内初の口-タリー

当クラブは2018年7月にR-か
した︒祭りでは会場とその周辺地域の

まつり﹂ への参画がきっかけとなりま

今回の寄贈は︑昨年の﹁ナニワ区民

使われています︒

衛星クラブです︒30˜00代の元ロー

清掃を通じ︑地域との関係を築くこと

第之660地区・大阪府

ターアクターを中心に8人でスタート

5月28日︑スポンサークラブ・大阪南

開催や奉仕活動が滞る中︑当クラブは

新型コロナウイルスの影響で例会の

し︑現在は1

(小浦直樹・記)

今後も地域貢献への機会を探っていき

意義あるものだったと感じています︒

今回の寄贈にもっなけることができ︑

対外事業で︑試行錯誤の連続でしたが︑

ができました︒この活動はクラブ初の

工夫をして︑安心安全な運営に努めて

換気や会貝問の距離を空けるといった

伴って例会は再開しましたが︑会場の

0人ほどで活動しています︒

ロータリーク一フブ(RC)の協力を得

たいと考えています︒

います︒幸い︑会員からは感染者が出

ていませんが︑この有事を地域で乗り

越えていくためにも︑国璽別線で闘う医

療従事者に貢献できることはないかと

考え︑空気清浄機などを寄贈すること

にしました︒これが感染拡大防止の助

けとなり︑少しでも早く収束すること
を望んでいます︒

厚木市内4クラブが共同で
高濃度エタノールを寄贈

厚木市内4ロータリークラブ

例会︑花見例会といった事業も中止し

に活動拠点を置く︑厚木RUと厚木中

神奈川県のほぼ中央部にある厚木市

第2780地区・神奈川県

ました︒政府の緊急事態宣言解除に

最終回まで休会とし︑恒例の観劇家族

り︑週1回の例会を3月初回から5月

当クラブは新型コロナ禍の影響によ

贈呈式を開きました︒

費用を当クラブが支援し︑6月22日に

療所で空気清浄機などの設置に掛かる

止策として︑(一社)刈谷医師会休日診

新型コロナウイルス感染症の拡大防

第2760地区・愛知県

刈谷ロータリークラブ

新型コロナ感染症拡大防止
地域の休日診療所を支援

て︑活動の地盤である大阪市浪速区へ

医療用マスク与000枚と除菌効果の
ある次亜塩素酸水00㍑を贈りました︒

(会員

贈呈式では鮒正文区長に日録を手渡
し︑その模様は浪速区のSNS

浪速区にマスクと次亜塩素酸水を寄贈

RC︑厚木県央RU︑本厚木RCの4

クラブが共同で︑同市および隣接する

愛川町︑清川村に︑新型コロナウイル

ス感染症対策のため︑消毒用アルコー

ルの代替品として使用できる高濃度エ

タノールを寄贈しました︒

今年4月︑感染症拡大に伴い︑消毒

用アルコールの不足が社会問題となる

が高濃度エタノールの製造・販

中︑厚木RC会員企業の黄金井酒造

(株)

売を発表したことを受け︑厚木RCが

発案し︑厚木市内にある4クラブ共同

の社会奉仕活動として実現しました︒

折よく︑与月初めに当地区から﹁新

型コロナウイルス対応地区補助金﹂の

案内があり︑申請した希望額を受けら

れることになりました︒この補助金と

4クラブの拠出金により︑高濃度エタ

ノールを与00㍉㍑瓶で約1000本

〈二重]41

ロータリーの友

令和2年10月号

R〇十A只IA丁WORK
鑑駿鑑畿
鑑酪,・′こし/

新型コロナ禍の中、地域の休日診療所を支援

テレビなどでも報道された厚木市での寄贈式

ロータリーアットワーク

只〇十A駐ソA丁WORK

口Iタリークラブと地区の活
動を紹介︑600字以内︒字数

を超える鰐合など︑編集させ
ていただきます︒関連写真が
あれば涛付してください︒

第2790地区

米山奨学生
ロータリーの扉を開く

A丁WORK

社会に向けて︑新しいメッセージを発

信してくれるものと期待しています︒

青森大学RACの船出

青森モーニングロータリークラブ

第2830地区・青森県

当クラブの提唱により︑昨年‖月自

学長をはじめ関係者に理解と協力を求

目指しました︒細井会長は青森大学の

活動を支援していきたいと思っていま

定です︒私たちも提唱クラブとして︑

に沿った活動にも意識的に取り組む予

7のゴールと169のターゲット

め︑鈴木PGは神戸や京都のローター

す︒

(村塚正隆・記)

アクトクラブを視察︒沼田ガバナーの

NO.10

VO」.68

諸岡ガバナーは﹁ロータリーから千
葉を元気に﹂をスローガンに掲げ︑郷土

愛を大切にし︑米山奨学生を含む若い

世代を積極的にロータリーファミリー
に招き入れ︑つながりを広げる方針を

取っていました︒この日︑初顔合わせ

したが︑ガバナIの話を聴くうちに緊

白に青森大学ローターアクトクラブ

の米山奨学生たちは緊張した面持ちで

張もほぐれ︑笑顔になっていきました︒

早期に認証状伝達式を開きたかったの

を結成しました︒本来なら

差しの下︑成田山新勝幸の境内を一巡

ですが︑新型コロナの影響で延期︒6

助言も得て︑約1年という短期間で結

(RAC)

しました︒ガバナーの話と散策は︑散

月1

成までこき着けました︒

講演後は成田山の散策です︒夏の日

策後のソフトクリームの味と共に︑良

をはじめごく少人数で︑認証状伝達式

3日に青森大学構内で︑大学関係者

い思い出となったはずです︒

ある活動が不可欠であると考え︑既存

クラブの存続には有意義で継続性の

結成のきっかけは︑元インターアク

を開催しました︒

テーマは﹁口IタリIは機会の扉を開

今年度の国際ロータリー(R-)会長

当 地 区 米 山 記念奨学委員会は6月20

の複数のサークルからも会員を迎えま

の学生は︑地元高校生と一緒に青森市

タIの学生から﹁大学でも地域貢献や

ターアクトクラブを設立してほしい﹂

内の園児を対象に活発に活動中︒﹁調

く﹂です︒奨学生がロータリーファミ

る米屋観光センターを会場に︑第1回

と︑当クラブに要望が寄せられたこと

理サークル﹂ の学生は︑梅の実から

日︑諸岡靖彦ガバナー(当時)が代表取

の米山奨学生研修会を開きました︒

です︒当初は不安でしたが︑青少年育

作ったジャムや梅干しを販売していま

した︒中でも﹁読み聞かせサークル﹂

今回の研修は︑ロータリアンがどの

成プログラムの重要性を認識し︑将

す︒これらを活動に生かしっつ︑今後

奉仕活動を活性化させたいので︑ロー

ような職業を持ち︑どのようなことを

来を担う若者への関心が高かった沼

は﹁SDGS

リーとしての扉を開き︑当地区や地域

考えつつ日々の仕事をしているか︑米

田魔ガバナー(当時︑以下同)︑当ク

に︑1

研究サークル﹂に所属する学生を中心

(持続可能な開発目標)

山奨学生たちに感じてもらうためのも

ラブの細井仁会長と鈴木唯司バストガ

ら語りました︒

るための話として︑経験談を交えなが

に︑卒業のない人生をより豊かに生き

めに﹂と題して講演︒米山奨学生たち

師を務め︑﹁より豊かな人生を築くた

の︒任期終了間近の諸岡がバナIが講

バナー(PG)が中心となり︑結成を

締役CEOを務める米屋(株)が運営す

千葉県

鴇演後は新勝幸境内を故寮
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新ローターアクトクラブの船出を祝って

ロータリーアットワーク

オンラインで兼山奨学生
送別会を開催
(熊本束RC)

新型コロナウイルスの影響で今年度
に企画していた活動を断念︒地区に
相談したところ︑﹁同額の予算で感
染症対策に関した事業をやってほし

医療従事者にお弁当を配布

5日に除菌・抗菌剤
7日にアルコール手

和歌山県)

県)

(7月14日

配布した︒

舞2630地区

山口県)

(6月25日

第2710地区

フ工Iスシールド計960点を
寄贈した︒医療従事者に配布さ
れ︑新型コロナウイルス感染症
の飛沫(ひまつ)感染防止に役
立てられている︒

宇部市医師会と歯科医師会に

フ工-スシールドを
医師会に寄贈
(宇部RU)

岐阜

ルド︑消毒用アルコールの配布は多
くのクラブや事業所で実施されてお
り︑﹁それなら︑地域の医療従事者
に感謝の気持ちを込めてお弁当を食
べていただくのはどうか﹂というこ
とで︑地元業者にお弁当を発注し︑

い﹂とのこと︒マスクやフ工-スシー

(美濃RC)

ドミニカ共和国出身の米山奨学生ハパソ
ト・ルイス君のオンライン送別会を開催︒
本来は︑奨学期間の終了する3月に予定
していたが︑新型コロナウイルスの影響
で開催できずにいた︒参加者は2年間カ
ウンセラーとして携わった会員と米山委
員会メンバー︒ルイス君とオンライン上
で乾杯し︑思い出などを写真で振り返り︑
楽しい時間を過ごした︒会員からは激励
が︑ルイス君からは力強く︑意欲あふれ
る言葉があった︒
第2720地区 熊本県)
(6月22日

地元の災害指定医療機関に
医療物資を寄贈
会田RC)
クラブ創立3与周年諦念事業の一環と

の病院に︑与月1

して︑新型コロナウイルス感染症
の拡大で医療物資が不足する地元

106本︑6月1

100本︑27日にアルコール消毒液

(第2640地区

指用消毒液10〇本を寄贈した︒ま
た︑姉妹クラブの韓国・中文RCか
ら緊急輸送された︑当時︑国内では
調達困難だった防護服%着と手術用
ガウン的枚も併せて寄贈した︒

ロータリークラブ奉仕活動をカラー写真
で紹介︒写真と1与0字程度の説明文︒
字数を超える場合は編集させていただき
ます︒必ず活動日を入れてください︒記
念写真(集合写真) は掲載できません︒

〈二重司4う
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ロータリーアットワーク

中学校の中国文化拳術部に
(宇治RU)
武術用品を寄贈

算2650地区

京

1996年から︑日本に永住帰国
した中国残留日本人とその豪族へ
の支援事業を行ってきたが︑今年
は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため︑活動の一つ ﹁帰国者家
族との交流会﹂を断念した︒そこ
で︑帰国者の3︑4世らが多く通
う地元中学校の中国文化拳術部に
剣などの武術用品一式を寄贈︒同
部は︑毎年交流会で演舞を披露し
(6月26日

ている︒
都府)

クラブ会長手作りマスク
を寄贈
(名古屋東南RC)
新型コロナウイルス感染症対策

への支握として︑中止になっ
た例会の予算や会員の寄付金

た︒

第2760地区

などから名古屋市緑区医師会に
100万円を寄付︒さらに︑シ
ングルマザー支援企業には中島
実意クラブ会長(当時)が手作
りしたマスク100枚を寄贈し
(6月29日

愛知県)

たった一人の修了証書
授与式
(横浜南RU)
地区では︑例年7人の青少年

交換学生を受け入れている

月27日の最終夜間例会後に地

が︑昨年度は新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響で6人
が早期帰国︒当クラブがホス
トをしていたルイス"チエ工
ナス君だけ母国のエクアドル
がロックダウン (都市封鎖)
したため帰国できず︑会員宅
でオンライン授業を受けてい
た︒地区青少年交換修了証書
授与式も中止されたため︑6

(第2与90地区

神奈川県)

区青少年交換委員長から修了
証害を授与︒その後︑7月6
日に無事帰国した︒

(防府RC)

モンローRUと
姉嬬クラブ締結

アメリカ・ミシガン州モン
ローRCとの姉妹クラブ締

結を︑オンラインで行っ

た︒モンロI市と防府市とは
1993年に姉妹都市提携を
締結して以来︑良好な関係を
築いており︑活発な交流が行
われている︒今回の姉妹クラ
ブ締結で︑両クラブの交流は
もとより︑両市の友好関係の
さらなる継続と発展︑そして
交換留学生プログラムを支援
することを誓った︒
(6月23日 第2710地区

山口県)
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コロナ禍の中︑子どもたち
への支援を続ける

第2与80地区・東京都

東京紀尾井町ロータリークラブ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により︑地域の子ども

食堂が閉鎖されました︒そんな中︑食堂は閉鎖したものの︑少

ない資金繰りでお弁当の配布活動をしているNPO法人がある

と知り︑クラブでは3月から2回ほど︑お弁当の材料費︑さら

にお弁当配布の手伝いをしました︒また︑前年度から当クラブ

が支援している母子家庭支援のNPO法人によると︑母子家庭

の状況もどんどん悪化しているとのこと︒ここは思い切った支

援が必要だと考え︑クラブの一一コ一一コボックスから30〇万円

の追加支出をすることを決めました︒

(株)

困窮する母子家庭140世帯を対象として文具や食材などの

支援を計画していたところ︑シューズメーカIのアキレス

がこの活動に賛同し︑子ども用運動靴160足(00万円相当)

を無償で提供してくれることになりました︒

6月14日にはその運動靴と食材︑それに加えて会員企業から︑

花束を用意して配布会を開きました︒参加者からは﹁雲にでも

乗っているのではないか︑と思えるほど幸せでした﹂ ﹁どこか

らも見放された感じで︑孤独で押しっぶされそうでしたが︑本

当に助かりました﹂ ﹁食べ物が届いた時にはうれしくて︑ずっ

とお米を抱いていました︒娘も︑おなかいっぱい食べられるん

だと言っています︒命の恩人です﹂ ﹁久しぶりに子どもの喜ん

だ顔を見ました﹂といった声がありました︒

残念ながら今の日本社会の中において︑母子家庭を取り巻く

状況は本当に切迫しています︒そうした家庭に対し︑スピード

(奥寺邦俊・話)

感を持って支援ができたのは︑口IタリIの力だと感じていま
す︒

〈ニ…回4与
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令和2年10月号

FRIENDSHIP

PLAZA

凝縮されているのは︑以下のような先輩たちの

管理運営︑会員増強︑公共イメージ︑ロータリー

請された時︑往時の心あるロータリアンがこの

ました︒3-Hやポリオ"プラスがR量から要

一句をもってクラブの自主権を守ろうとしたこ

財団︑奉仕プロジェクト﹂ の各委員会を有すべ

きとの案が採択されたのは会員増強︑財団強化

熱い思いです︒﹁ロータリーの基礎である例会
において︑その姐域の異なる業 種 の 選 ば れ た 職

なのでしょうか︒果たして今後︑クラブの自主

とが想起されます︒﹁ポリオ撲滅はR量の最高

しているように思います︒幸い

権は守れるのでしょうか︒

の意図があると思われますが︑ここには従来の

り︑必須ではないとのことで︑ひと安心です︒

業人が集まり︑親睦の中にそれぞれの発想を
より良い私﹄を目指す︒言い換えれば﹃職業人と

﹁決議23-聖にはクラブが社会奉仕活動を

日的﹂

の目標である﹂とする決議に︑この一句は邪魔

してどう生きるか﹄という命題を︑互いが教師と

自主的に選ぶ絶対的な権利があり︑RIはそれ

慈善運動であります︒ロータリー財団がRIの

委員会構成にみられるような理念や哲学が欠如

なり生徒となって学び︑自己を向上させる︒い

を命じたり禁じたりしてはならないことが明記

一部門であることは︑RI定款細則で明記され

もって意見と情報を交換し﹃より良いあなた︑

わば例会は人間形成の道場である﹂︒人間形成

で

"sh〇三d"であ

にこれで良しという到達点はない︒だからロー

してありましたが︑2019年﹃手続要覧﹄

ています︒

(第2680地区

兵庫県

な事業や専門職務の所有者︑共同籠営者(パー

節-クラブの構成﹂

2016年規定審議会で全て削除され︑会員身

されていましたが(コ2013年手続要覧﹂)︑

外科)

であり︑ロータリー財団の目的は教育︑

RIの最高目標はR宣定款の﹁ロータリーの

タリーの奥は深く︑また最高の魅力なのだ︒私

は﹁命じたりしてはならない﹂が突然削除され

口-タリーの綱領

トナー)︑法人役員︑支配人のいずれかである

﹁一般に認められた有益

は︑有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹

に

し︑これを育成し︑特に次の各項を鼓吹︑育成

こと﹂

ます︒2013年に ﹁ロータリーの目的﹂に改

洪積23-34

分が広がりました︒

を推進するプログラムで︑RIが1978年に

和を推進するための方法として︑人々の低廉状

性尊重補助金プログラム︒国際理解︑観善︑平

3IHプログラム

と﹂

保健︑飢餓追放および人間

仕するために︑その業務を品位あらしめるこ

してロータリアン各自が業務を通じて社会に奉

されるべきであるという認識を深めること⁚そ

手続要覧﹄では﹁命じる﹂に当たる﹁p﹁es○○iすe﹂

対にしてはならないものとする﹂︒﹃2019年

にせよ︑それを命じたり禁じたりすることは絶

あっても︑どんなクラブのどんな社会奉仕活動

進し︑これに関する有益な示唆を与えることは

Iは︑一般的な奉仕活動を研究し︑標準化し︑推

について絶対的な楷利をもっている︒(中崎)R

(クラブは)社会奉仕活動を自主的に選ぶこと

声明﹂のこと︒﹃2016年手続要覧﹄では﹁5)

第2

い﹂と訳されています︒
会員

が削除され︑﹁それを絶対に禁じるべきではな
﹁RI定款第5条

設立︒現在はグローバル補助金や地区補助金が

クラブの構成

これらの活動を支援しています︒

態を改善し︑飢餓を軽減し︑人々や社会の発展

﹁社会堆仕に関する1923年の

第二項

事業および専門職務の道徳的
水準を高めること⁚あらゆる有朋な業務は尊重

﹁第二

訂︒全文は︑横組みP6参照︒

など︑6項目にわたり会員身分が規定
することにある⁚﹂ に続き︑4つの項目があり

主文﹁ロータリーの綱領

はこの理念に僅れ︑55年間例会出席を続けてき

ましたが︑いまだにその麓をさまよっています︒

ところが78年に謹iHプログラム︑85年
にポリオ・プラス計画への寄付をRIが各クラ

ブやロータリアンに要請してきた頃から︑徐々
にR量はロータリーの本質を疎かにし︑その軸
足をロータリー財団による慈善事業に移したよ

うに思われます︒ロータリーの本質は倫理運動
であり︑寄付行為はこれに付随するものです︒
87年︑RIは﹁会員の役割はクラブが開発
したプロジェクトに応えることである﹂などを

うだった﹁職業奉仕に関する声明﹂を発表︒私
が信奉していた職業奉仕の理念と蒋離するもの
となりました︒過去にはあれほど厳しく奨励さ
れた例会出席の規定も徐々に緩和され︑メーク

アップ期間は当年度内︑親睦会 で も よ い こ と
になり︑ついに例会は月2回持てばよいこと

になりました︒タフプの構成( 会 員 身 分 ) も
2016年規定審議会で緩和され︑私見では今
同じ16年規定審議会で︑クラブが﹁クラブ

や職業のない人でも会員になれます︒
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Annotation

れ育った人はそれを当然と考えていることもあ
もできないほどです︒

け入れ難いのではと思われます︒娘にこのこと

が自分の経験や反省点などを︑新たな役者に一

る住民︑役者を経験した家族が必ずいて︑先輩

0年前にその演目を演じたことがあ

を話して﹁山五十川に嫁ぐ気はあるか?﹂と聞

生懸命伝えます︒大道具・小道具の製作︑設営

地区には1

くと︑﹁いくら好きな彼氏がいても︑死んでも

なども長老が積極的に参加し︑世代間の断絶な

りますが︑結婚で移住してきた女性などには受

嫁ぎません﹂︒でも︑住民の女性からは︑﹁昔か

ど考えられない環境です︒

く作業を通じて︑ますますその魅力にはまって

など︑普段は経験できない舞台を作り上げてい

練習や舞台装置の組み立て︑当日の会場整備

らのことだから仕方ない﹂との答え︒やはりこ
の伝統芸能は﹁我慢強い東北人の気質で支えら

れている﹂と︑私はひしひしと感じました︒

公演2カ月前から︑住民の多くが参加し週2

新型コロナウイルス感染症の影響で今春は中

しまいました︒

事ができません︒もちろん︑歌舞伎の独特の所

止でしたが︑秋はぜひ開催したいと頑張ってい

回の練習が始まります︒この期間︑夜は他の用
作やせりふは一朝一夕に覚えられるものではな

ます︒1

山形県∴塵廟人科医)

健吾

ら出た校である︒なぜならば国際ロータリー

﹃ロータリーの綱領(現・目的)﹄の主文には﹃有

(RI)およびロータリークラブの定款である

益な(現・意義ある)事業の基礎として﹄とあ

るから︑この主文は広義の職業奉仕の理念であ

り︑すなわちロータリーの根幹である︒続く四

第四項は︑それぞれクラブ奉仕︑職業奉仕︑社

項目はいわば各論(桟)である︒その第一項から

その間︑ロータリーのありようが随分変わりま

会奉仕︑国際奉仕の理念であり︑クラブの委員

特に重視されたのは︑第二項の職業奉仕の理

した︒入会当時は例会出席が厳しく奨励され︑

﹁ロータリーを一本の大きな樹に例えるなら

念︒ここで使われる﹁品位(現・高潔)﹂ の原

会構成も﹃ロータリーの綱領﹄に基づくもの︒

ば︑その根は親睦をはじめとするクラブ奉仕で

話は︹hedi雪i官話︒先輩たちはなぜこのよう

わがクラブも創立以来100習出席を何年も続

ある︒その幹は職業奉仕であり︑社会奉仕︑国

な難しい言葉を使ったのでしょう︒この三一口に

これを四大奉仕とする﹂

際奉仕︑ロータリー財団は職業奉仕という幹か

けてきました︒先輩からはこう教わりました︒

1964年︑34歳で入会し55年がたちました︒

明石東多胡

言在籍弱年に思う

(第2800地区

います︒見にいらっしゃいませんか︒

青いタスキを掛けて皆さまの来場をお待ちして

1月23日︑会場では鶴岡東RCの会員が

く︑家でどのくらい練習しているのかは︑想像

青少年交換学生のサマンサさんとホストフアミリI︑
役者が記念撮影
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進はなかろう︒

犯の事件を扱う分野では︑国の権力にあらが

ているが︑万能薬とは言い切れない︒人権侵

絢爛たる衣装︑素人とは思えない歌舞伎の所

さに恥じ入りました︒その洗練された様式美と

です︒

作︑どれをとっても芸術性の高いものたったの

一.ロータリアンは楽界の代表

うことがわが職責︑とされているからだ︒
それでも︑いわんとすることが相手を生か

ロータリーに関しては全く予備知識がな
かったが︑﹁業界代表﹂ のみが参加を許され

庄内地方では﹁黒川能﹂や﹁黒森歌舞伎﹂が

有名ですが︑これらは年1回の奉納なのに対し︑

す点にあるとすれば︑口Iタリーの行動基準
に十分足り得る︒

ると説かれ︑大いに納得しそこに誇りを感じ

一.ロータリーは文化リテラシーの道場
﹁異業種交流﹂ は︑教義(柔軟な発想力)

山五十川歌舞伎の発祥は1704年の河内神

た︒入会後は業界代表の立場を守るべく努力

の糧となり︑アルファベットの字の形のごと

と歌舞伎の二つの芸能を奉納しているのです︒

ところが近年︑ロータリーの核というべき

く︑Iからしの裾野を広く持つ生き方へと導

1792年の疫病蔓延の折に︑疫病を蔽い︑村

社の祭礼だそうですが︑現在の形になったのは︑

山五十川地区では年に2回︑しかもそれぞれ能

業界代表の要件が︑はやりの規制緩和をまね
いてくれる︒

もしたし︑それなりの評価を得られた︒

てか︑ルーズな運用に変わってしまった︒同

を救った湯殿山鉄門海上人へのお礼として村人

業者の集まりになって︑アイデンティティー

人生が豊かになるほか︑イノベーションに

が舞ったことが始まりとされています︒その狂

の一角が崩れ︑今は会員増強の足かせになっ

もっなかり︑社会貢献の幅を駆け深化をもた

を引いて決めますが︑この方法では何十年も選

歌舞伎の演目は毎年︑体を清めた少年がくじ

歌舞伎の素晴らしさを知るようになりました︒

金を活用し支援を始めたところ︑ますますこの

この素晴らしい芸能の存続のため︑地区補助

無形民俗文化財﹂ の指定を受けています︒

いう膨大なもの︒1986年には﹁山形県指定

ている︒

憲康

弁護士)

言演目は1 4狂言︑37場︑台本にして00冊以上と
岐阜県

らす︒
(第2630地区

一.ロータリーはウイン・ウインの関係
﹁四つのテスト﹂ の順守が何かと強調され

言山五十川歌舞伎に
魅了されて
憩岡東斎藤

海山五十川地区で︑毎年5月3日の河内神社の

かけ︒全戸数約180︑住民約640人の小さ

﹁一度︑見てみませんか?﹂という申し出がきっ

鶴岡市議会議員でもある本間新兵衛会員からの

ら︑子役などの手配がつかないときには︑その

ようにしています︒もちろん小さな集落ですか

順番に約1

になるため︑山五十川歌舞伎では全ての演目を

は伝統芸能として﹁全ての演目の継承﹂が困難

ばれない演目がどうしても出てきます︒それで

春祭典と‖月23日の秋祭典に︑壁犀能と山五十

演目を延期することはありますが︑可能な限り︑

喋聖庸歌舞伎の存在を知ったのは3年鳴

川歌舞伎の二つを奉納するとのこと︒最初は地

定期的に演じるようにしています︒

く見ていました︒しかし︑秋の﹁菅原伝授手習

で︑﹁大したものではないのでは﹂と正垣︑軽

ウイークに出かけられないのです︒ここで生ま

中の5月3日︒つまり︑住民は一生ゴールデン

春の開催日は︑ゴールデンウイークの真っ最

0年に1回の割合で︑必ず演じられる

元の住民が片手間にする学芸会のようなもの

寺子屋の場﹂を鑑賞し︑自分の浅学と倣慢
露
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PLAZA

て何ですか﹂

鴎

エッセー、海外のロータリークラブ訪問

公江

私の転機﹁同額寄付っ

PLAZA

程なくして︑新会員にクラブとして出席が義
務付けられていた地区大会でのこと︒そばにい
た先輩会員に初めて︑分からなかった用語の一
つを聞いた︒
﹁同額寄付って何ですか﹂︒この一言が︑私に

ロータリー五訓
=

岐阜東酒田

益之

や︑ロータリーの奉仕活動の現状を知り︑ロー

ターネットを通してさまざまなクラブの活動

が私の仕事のようなもの︒仕事の合間にイン

社員数人の私の会社では︑留守番と電話番

勉強もさせてもらったが︑その一方で︑勝手な

に使い︑以降︑不良会員で通してきた︒その間︑

た︒29歳での入会だったので︑若輩者を言い訳

タリークラブの活動に参加して的年が経過し

まると︑留年かと思ったりもする)︒自分がロー

ロータリアンには卒業がないとか(成長が止

タリーについて知識を深めていった︒少しずつ

批判を今なお繰り返している︒

とっての転機といえるかもしれない︒

ではあったが︑自分なりにロータリーの姿が見

積極的にメークアップもした︒2011年3

ワードを使って私なりの﹁ロータリー五訓﹂な

ターメンバーの声﹂ で︑不出来ながら基本キー

このたび︑岐阜東RC年次運営計画の﹁チャー

月の東日本大震災から半年ほどだった頃︑名古

一.口-タリーは上中下が瑞神

るものを作り︑開陳させてもらった︒

え始めたような気がした︒

屋のクラブで﹁岩手の様子を話してほしい﹂と

その意味では上下の関係になく︑中は﹁口﹂

上と下の字はひっくり返しても変わらず︑

言われた︒支援へのお礼と復興途上にあること
を話すと︑皆さんから励ましの言葉を頂いた︒

数年前︑﹁誰かのための小さなボランティア﹂

自分の娘もきっと大丈夫︑そんな力を頂いた︒

合ったのは︑鹿児島・出水RCの会員だった︒

も⁝⁝︒でも︑今は元気!﹂ と言って手を振り

ジンの役を果たしている︒

を回し︑ロータリークラブの活動が続くエン

る︒この精神で貫かれていることが︑﹁歯車﹂

会話を介して分け隔てのない交流を促してい

と﹁-﹂

(ロから出る言葉) からできており︑

と越して応募した文には︑一人ではできない震

一.ロータリーは希望をキープ

娘かくも膜下出血の手術をした時︑﹁私の娘

災支援やポリオ根絶のための支援を︑ロータ

今でこそ言えるのだが︑ロータリーはいわば

われた時の言葉は﹁昼飯︑一緒に食べよう﹂︒

ないまま時間が過ぎていった︒ロータリーに誘

だろうか︒1999年の入会以来︑何の説明も

一国一城のあるじの集まり︒良きに計らえとば

それが入会当時のクラブだった︒当然︑あまり
ロータリーに興味が湧かなかった︒

そんな中︑ゲストも含めて100大規模のク

留守番を続けているが︑それが邪魔をして︑地

今︑後期高齢者となり︑相変わらず電話番と

で︑何も統一解釈を打ち出す必要もない︒

とはいえないが︑そこに各人の思いがあるの

とは何か︑その解釈は分かれ︑定まっている

いる︒何事につけ︑希望をキープせずして前

あるが故に︑そのことが最大の魅力となって

ロータリーは発展を続けており︑進行形で

域の他の集まりにはなかなか参加できない︒
従って今の私には︑ロータリーが社会に向けら

冠婚葬祭業)

リスマス例会の当日になって︑突然司会をやる

岩手県

れた窓となっている︒
(第2520馳駆

ことになった︒何とか収めることばできたが︑
ロータリーへの不信感は残った ︒

﹁奉仕の理想﹂が希望となっている︒奉仕

リーを通して実行していることを書いた︒

写真があれば添付してください。

かりに︑細かいことは何も説明してもらえない︑

の女性会員︒先輩会員はその対応に困惑したの

私は盛岡中央ロータリークラブ(RC)初

盛岡中央佐藤

1,000字以内。関越
記、時局雑感など。
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尾根通の視界関けり雪解高士
東京蒲田

今 日 の 日 の平穏祈る朝の蜘蛛
神奈川・横浜旭

妻 癒 え て 新樹の通を試歩の枚
愛知・名古屋北

薗切や大河静かに海に入る
宮山南

文字涼し千代女手ずれの文机
石川・加賀

弁護士と検事揃ひの憂帽子
奈良・あずか

憂布団ふと母恋ひ腰に掛け
大阪アーバン

二タ声の筏の問けさ時局
大阪心斎橋

三世代和む夕べや庭花火
兵庫・神戸西

樵商脂の万歩を趣ゆる足取りに
福岡城南

住み占し生家に今も女郎花
佐賀・伊万里

薄墨に梅雨空垂れて夜は明けず
徳島眉山

埼五・日高

菜俸摘めば十五の少年に

十薬を引かむと寄れば花いとし
埼五・日高

えごの花鳥話したしき峠径

阪田

吉原
吉田
升田

昭

則光
正克

義次

掃天

正信

和洋

折橋紀与美
中村
満畑
西村

草径

小松原意久
吉武

嘉夕

禿牛

芋寝

道治

田中丸綺子
樫原
佐藤
引問

埼五・日高 猪俣

投稿規定◇雑報◇会貝︑宗族︑口Iタリー宗族◇一カ月
に賽吾で一人三句まで◇締切二〇日必着◇葉書ウ ラ に も
クラブ名・氏名︑電話明記◇文字明確に◇﹃友﹄俳壇係宛

武彦

律子

真徳

義宣

敏子

孝美

新じゃがでハッシュドポテトをわれ作る
孫の泊まれる土曜の朝に
埼玉・熊谷寵原 森田 光彰
特高晴れの臣根の洞に水溜り
水面の空を滑る水馬

小祝

重博

眞一

年織

長谷川武雄

鵜飼

大原

矢澤

高橋

池田

愛知・豊橋 長屋

水無月の重い空気をまといたる
頭上をとんぼ飛び交う朝
京都東山

待ちに待った新入生の脂れ姿
マスク姿の児童元気よし
宮城・古川束

東京

ミューアンミューアンケケケケケ
エゾハルゼミは未来から鳴く
園バスの幼い子達不安そう
大丈夫よと笑顔で送る
埼玉・所沢西

岐阜加納

もう歳と引返せよと友が言う
切れぬ鋏も使えば光る

巣ごもりの不自由生活極まりぬ
自由を我に青空を我に
神奈川・続演

樵雨晴れ間田を撼る風サラサラと
心地良い音奏で始める
茨城・常陸太田

松森

鉢に植え手塩にかけたるコスモスの
けなげにひらく文月の朝
茨城・常陸太田 大森
人に会い語り合うことの大切さ
コロナ禍の中つくづく思う
奈良

投稿規定◇雑談◇会貝︑家族︑口Iタリー泉鋲◇一カ月
に薯で一人三首まで◇締切一一〇日必着◇葉書ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明紀◇文字明確に◇﹃左﹄敵地係宛

リモートで今更気付く家族愛

東京池袋

東京日本橋東

粋と気障りほどほどの紙一重

京都・宇治鳳凰

小泉

塚田

辻

今居たら何て言うかなジョンレノン

西川

ストーブをしまわぬうちに栂雨になり

日本ロータリIEクラブ26与0

博明

晴美

幸男

政美

幹夫

とうきびの皮を剥く手も踊ってる

山梨・甲府北 土橋

之彦

田中

井口

大原

孝二

弘子

律子

鴨谷璃美子

岐阜南 広瀬

空白の手帳眺めて立ち話

夏なのにマスクの顔が板につく

大阪西

コロナ禍でいつも会う人糞なし

埼玉・所沢西

東京日本橋東

すきま風入る余地などありません

福岡イブ一一ング

思いやる心の先に幸せが

聡宏

流行語みんなが思うあの言葉

大阪・泉佐野 赤井

文彬

波佐間英樹

菊池

福岡イブニング

都知事選コロナの嚢でやっていた

熊本中央

距離を取り孫に絵本の読み聞かせ

何もかも中止ばかりで酒浸り

静次

長谷川眞哲

埼五・人開高 荻野

大阪大淀

軸足がぶれない集いロータリー

投稿規定◇雑詠へ×事貝︑家壊︑ロータリー家族◇一カ月
に垂杢目で一人三句まで◇締切 二〇日必着◇雲呑ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明紀◇文字明碇に◇﹃友﹄柳壇係亮
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⁝醐填
a.

稲畑

三枝かすを

汀子園

引きこもり ゐ て 走 り 茶 の 封 を 切 る
千葉・宮津中央

何時(いつ)まで続くのか︑なかなか終息しな
いコロナの破蕾にまだ髄(こ)もらねばならない
歳月が続く︒自然は四季の移り変わりのなかで︑
人々は余儀なくしなければならない自粛に耐えて
いる︒新茶の時期︑せめて大事に開けるつもりの
封を切って︑心安らぐ時間を過ごし持つ心の推移

蕃壇
小山

幸子

催促木幸綱関

茨城・古河束

本当の五月晴れです日シャツが
風のみどりとおしゃべりしてる
梅雨の前です︒木々の新緑が目立ちはじめます︒

太陽が独特のかがやき方で並木を照らし︑家並み
を照らします︒そのころですね︑風までもが新緑
に染まったように感じられます︒
口語をうまくつかって︑軽やかな感じ︑心が浮

が詠(よ)めた︒

き立つような感じを︑一首に実現しています︒﹁本
当の・⁝﹂という軽いはじまり方も︑この歌にふ

由子

老樵の朽ちし楽節につまりいて
雨水が落ちる晋のはげしき
長野・佐久コスモス

はそれほど多くはありません︒しかし

岡山・倉敷瀬戸内

問をおきて猪脅しの音こだまする
寺庭の店に湯豆腐を喰む
申桐

眞彦

それでも耳がいい人はいて︑古典でも︑大伴家持
をはじめとして︑﹁耳の歌﹂を得意とした何人か
を思い出すことができます︒
大粒の雨が降っているのでしょう︒樋をつたっ
た雨水が流れ落ち︑激しい音をたでています︒そ
の ﹁音﹂を一首の中心にすえて成功しました︒

﹁耳の歌﹂

つまり﹁耳の歌﹂です︒﹁日の歌﹂は多いのですが︑

見ている歌ではありません︒聞いている歌です︒

道保

さわしい感じです︒

田中

和江

宗彦

恭三

中澤

前へてきし外出目論を解く日傘
兵庫・甲子園

何時までも終息しないコロナ・ヴィールスのた
めの外出自粛がやっと解けて︑外出が叶うことに
なった︒耐えてきた日々を思いつつ日傘を挿して
出掛ける一歩に心を込める作者︒でも︑まだまだ

菊池

高田

米田真理子

鈴木

油 断 は 出 来ないと償重な一歩を踏み出す心の 推 移
が読める一句である︒

千糞・旭

白鷺を遊ばせてゐる青田風

心まで軽くなりたる更衣
大阪・堺フ工〇一ツクス

阿武隈の川面を波る風光る
福島・本宮

さくらんぼ空の夕映えうつしたる
東京西南

天

昇

てじま晩秋国

ディスタンスとらず隣に座る人
香川・高松 大平

現在︑そういう人は皆無の方向ですが︑国中コ
ロナ︑コロナで参りましたね︒でも日本人は忠実

で︑嫌な出来事にも強いですから︑皆さんも頑張っ

高齢の患者よく診る高齢医者

樫原

道治

ておられます︒静かな明日はきっと来ますからね︒

地

徳島眉山

ご投句の作者は︑六十代後半ののドクターです︒

私も現職の時︑転勤で医科大学に三年ほど勤務し

ましたが︑医学は経験が大事で︑それがものすご

英雄が欲しい田舎のまちおこし
群馬・伊勢崎 茂木

克美

く役立つのを肌で感じました︒また︑高齢のお医
者さんって︑とても格好よく頼もしい存在と︑認
識を新たにしたものです︒
人

まさにその通りでしょう︒世の中良くしたもの
で︑大事な時には︑そういう存在がドカッと現れ

るものです︒茂木さんもその中のお一人ではない
か︑とひそかに思っております︒

お気持ちと書いた紙切れ入れる布施
小林

快三

僧

新潟

大野

埼五・人関南

有難う忘れた杖が届けられ

〈二田]与1
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馨
壇

いびきに注意

こることになり︑非常に危険です︒

症状として︑寝ている問のいびきがひど
い︑息苦しい︑むせる︑何度も日が覚める︑

寝汗をかく︑起きたときに喉が渇くなどで︑

朝の頭痛などは要注憲です︒会議に出ると
寝てしまう︑運転をしていて信号で止まっ

た瞬間に寝てしまう︑映画やドラマを最後
まで見たことがないといった自覚症状があ
る人はこの病のおそれがあるので特に注意
が必要です︒

晴

冊

ー

恒芳

なると︑運転中に眠気を経験した割合が通

く知られています︒睡眠時無呼吸症候群に

と呼び︑これが銀行(すaヨk) の語源であるこ

のような台をイタリア語ですaつ8(バンコ)

広場に台を並べ︑その上で両替をする︒こ

会計の基礎をつくったことまではあまり知ら

れていません︒減価償却がイギリスの鉄道会

社から始まったことや︑プレスリー︑ビート

500年の歴史を楽しめます︒

ルズなどの逸話と共に︑会計を切り口にした

気道がふさがってしまうからです︒特にあ

診断でき︑在宅でも検査できます︒治療は︑

この病気は睡眠中の鼻息を測ることで

N0.10

VO」.68

私の

会計の世界史

河合

イタリア︑イギリス︑アメリカ
500年の物語

水海道RC

確かに最初から貸借対照表︑掘益計算書︑

キャッシュフロー計算書がそろっていたはず

もなく︑それらがどのような二-ズによって

生まれ︑発達・発展してきたのか︒その変遷が︑

常より4倍︑居眠り運転を経験した割合は

とは有名ですが︑簿記がイタリア発祥であり︑

てで理解できる良書です︒

歴史上の著名人や出来事を通してドラマ仕立

夜間の睡眠中に無呼吸と低呼吸(いび

5倍になるといわれ︑事故につながる可能

このように日中の眠気がひどいことがよ

き)を繰り返す病気を睡眠時無呼吸症候群

性があります︒運輸業界ではこの病の検査

その商人とバンコが帳簿を生み出し︑金融と

と言います︒10秒以上の呼吸停止を7時間

の費用の一部を負担している会社もあるそ
負担がかかり︑高血圧や騰尿病︑心筋梗塞︑

脳卒中などの合併症が起こりやすくなり︑

おむけで寝る人にこの病気が多く︑無呼吸

マウスピースやCPAP(経鼻的持続陽圧

茨城県)

を引き起こす原因として︑日本人は顎が小

呼吸)療法など器具を使うと同時に︑減量と

(第2820地区

さい︑歯並びが悪い︑扁桃腺が大きいといっ

生活習慣の改善を図ります︒また︑横を向

最悪の場合は突然死につながります︒

た特徴が挙げられます︒この病気になると︑

いて寝たり︑禁酒もしくは節酒も必要です︒
(第2770地区・埼玉県・戸田RCにて・同RC会員)

酸素ボンベを着けずにエベレストの山頂付
近を登る程度の低酸素血痕が毎日夜中に起

著

根の筋肉などが弛緩して息の通り道である

呼吸が止まる原因は︑睡眠時︑舌の付け

ます︒

睡眠の間に00回以上繰り返す︑または1時

祥男

中から、客観的内容の話題、
ミニ知識となるものを主に選
んで要約、掲載しています、

うです︒また︑酸素が足りないため心臓に

大島

の会報、週報に掲載の卓話の

間に無呼吸が5回以上ある場合に診断ざれ

大島内科クリニック院長

営「卓話の泉」は、クラブ

田中晴海
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が︒宿から40分ほどの所にこんな場所があるとは

に︑落下した大きな岩が回廊に引っ掛かった場所

密生し︑幻想的な世界をつくり出している︒途中

はエビゴケやエゾチョウチンゴケなど二十数種が

行くと巨岩に苔がびっしりついた回廊が︒岩壁に

付けて鳴らしながら進む︒登山道を1㌔㍍あまり

がたくさん横たわる︒ヒグマよげの鈴をバッグに

止めて山に分け入る︒シテカバやカエデの枯れ木

グに登山靴と本格的ないでたちだ︒事を道路脇に

ていただいた︒斉藤さんも佐々木さんも登山バッ

し︑毎年稚魚

チップを養殖

﹁漁協では

局長は言う︒

佐藤晴一事務

業協同組合の

で︑支窃湖漁

タリーの仲間

時期だ︒ロー

˜8月が解禁

愛称︒通常6

援するサポーター制度﹁種プロジェクト﹂に登録

佐々木さんはコロナショックで苦しむ旅館を支

もその前に︑自分の商売を第一に考えてとよく言

にされるから︑地域のために一生懸命になる︒で

﹁佐々木さんはリーダーシップがあるし︑頼り

仲間の斉藤さんは言う︒

られていると言う︒

歳RCの幹事という職も増える︒妻からはあきれ

館組合組合長など役職は1

も千歳再教育委員を10年以上務め︑支筋湖温泉旅

い争いになることもあります﹂

0を超える︒来年度は千

驚きだ︒

1

いま北海道大

しています︒

超え︑サポート額は320万円を超えた(了月00

円︒2カ月で丸駒温泉のサポーターは110人を

ナでの推定掘失額(自己申告)は1億1000万

した︒将来の宿泊代金を前払いする制度だ︒コロ

と滝が見えた︒運動靴で来た私とカメラマンは

学で支筋湖チップの研究をしているのですが︑餌

日現在)︒佐々木さんは一人一人にお礼のメール

続いて国立公園から少し離れた﹁七条大滝﹂に︒

佐々木さんが用意してくれた長靴に履き替えて川

のプランクトンの関係からか︑輸入サケ・マス類

を送っているが︑サポーターからのコメントには

1 8万匹を放流

を渡って滝つぼに︒斉藤さんや佐々木さんのリー

よりタウリンが豊富に含まれていることが分かっ

5分ほどロープを伝わり角度のある崖道を下りる

ドがなければ︑こんな体験は不可能だった︒

支筋湖のチップ釣りも有名だ︒ヒメマスのアイ

さんら4人と夕食にチップの刺し身と塩焼きを食

援の後ろにドラマがあることも︒こうした声を聞

のお客さまからの声が熱い︒頑張って︑という声

﹁まだ来たことのない方もいますが︑リピーター

感激する︒

べた︒川魚の臭いは全くない︑上品な味わいだ︒

くと︑この旅館を続けてうまく息子の代まで引き

佐々木さんの山歩き仲間である斉藤さん︑佐藤

ています﹂

ヌ語名カバチェップ(平たい魚の意)から取った

小ぶりなチップをフ

継いでいかなければと思いますね﹂

務︒

国立公園支筋湖運営協議会代表理事など多数兼

2015年から現職︒現在は千歳市教育委員︑

マ勤務︑88年日航千歳ホテル︑9 1牛丸駒温泉︑

大学卒業後︑JAしプライベートリゾートオク

◇佐々木義朗(千歳RC会貝)丸駒温泉株式会
社代表取締役社長︒1963年千歳市生まれ︒

ライにして丸ごと食
べるのもオツ︒おい

しい食事が旅館の常
連を増やしているに
違いない︒

佐々木さんは支筋
湖運営協議会代表理

事も務め︑支勿湖
チップの宣伝にも力
を注いでいる︒他に

〈王国与3

62歳から始めた筋トレで胸筋を自由自在に動かせるようになった。
フリーカメラマン。地元秋田の撮影がライフワーク。

撮影/工藤隆太郎

元週刊朝日記者。

記事/山本朋史

たちのもの︒足元を見つめ直したい﹂

と︑父親が言ったことが︑佐々木さんは忘れら

れない︒佐々木さんには今︑百年に一度というよ

うな災害が最近は数年ごとに起きているような感

覚がある︒新型コロナウイルス感染症拡大で客が

激減してから︑佐々木さんは自宅から毎朝6時に

丸駒に来て温泉に入って湖を見つめ︑考え事をす

るようになった︒

父親が亡くなった翌年に千歳ロータリークラブ

(RC)に入会した︒金治郎さんが32年間在籍し

たクラブである︒台風で丸駒の天然露天風呂が壊

れた時は︑クラブの仲間数人が手作業で修復して

てから支勿湖の自然に改めて気付いたそうだ︒

くれた︒佐々木さんは仲間と付き合うようになっ

﹁小さい頃はこの環境の全てが遊び場でした︒

豊かな自然を当たり前のように思っていた︒支勿

湖に住んでいるのにこの自然の素晴らしさが分か

らないのかとロータリーの仲間に言われて・⁚・:完

数年前からその仲間で山菜採り︑滝や川巡りをす

るようになりました﹂

採った山菜のギョウジャニンニクは旅館の料理

にも︒実益も兼ねている︒﹁支第湖の自然を案内

しましょう﹂と誘われてお言葉に甘えた︒

同行していただいたのは斉藤えみこさん︒千歳

RCの会長エレクトだ︒千歳RCでは初の女性会

長になる︒佐々木さんはコンビで幹事をすること

が決まっている︒

まずは博前山の麓にある﹁苔の回廊﹂ へ案内し

NO.10
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自然豊かな支筍湖を再認識
名物チップも美味

旅館ロビーに飾られている「丸駒温泉のあゆみ」パネルを説明する佐々木さん

konohito.tazunete

並みホテルが休館しました︒でもうちは常連さん

泊客がたった1組2人の時も︒支筋湖温泉でも軒
停電しなかった︒

東部地震の時も支筋湖一帯だけは

のは︑2月中句︒当時︑支筋湖は名物氷澄まつ

北海道で新型コロナウイルス感染者が出始めた
師になりたくで教職課程を取ろう

なんとなく思っていましたが︑教

を継ぐことになるんだろうな︑と

﹁子どもの頃からこの温泉旅館

りで盛り上がった彊後だった︒それが1カ月半後

かと考えたこともあります﹂

も多いので一日も休んでおりませ ん ﹂

の4月7日には非常事態宣言が全国に出され︑丸

外国からのお客さまが増え︑全体の50%にまで

﹁新千歳空港から近いこともあって1 0年前から

を貫き︑北海道日大高校(現・北

る︒高校球児を夢見ていた︒意志

の時に公立校を薦める父とぶつか

という佐々木さんは︑高校入学

なっていた︒それがゼロ︒4月︑5月は一番苦し

海道栄高校) に進み寮生活を始め

駒温泉にもキャンセルが相次いだ︒

かったですね︒7月になって少しずつ持ち直して

た︒厳しい生活に仲間と集団脱走をしたことも

﹁沖縄では地域に溶け込んでいて︑永住しろと

だった︒

まで言われました︒妻は沖縄生まれで︑雪の北海

いますが︑まだ稼働率は半分以下︒ストレスから

から主将として甲子園出場まであと4勝のところ

道に来ることに戸惑いはなかったというとウソに

あったか︑レフトでレギュラーを獲得︒2年の秋

まで健闘した︒入学時00人いた寮の同級生は︑卒

なりますが︑子ども(2男1女) の世話でそれど

か︑体重が5㌔以上減りました﹂

業の時は7人に減っていた︒

道に開拓土木工事で入った初代の佐々木初太郎さ

丸駒温泉は1915年︑福島県富岡町から北海

の手入れは自分で行うなど規則を決めた︒野球の

た︒理不尽なしきたりを変え︑ユニホームや道具

かに持たせるがなど︑さまざまな工夫を覚えまし

3代目の父・金治郎さんは多額の借金をして︑現

専務理事として地域への貢献策に知恵を絞った︒

らに磨きが掛かる︒千歳青年会議所に在籍時は︑

佐々木さんの発言力と行動力は地元に戻ってさ

ころではなかったのかもしれません﹂

んがアイヌの人から聞いて船で支筋湖を渡り︑恵

センスはなかったけれど︑野球部での経験は今の

在の建物に全面改築︑事業の拡大に乗り出した︒

﹁野球部の寮では︑部屋のストーブの灯油をい

庭岳の麓の湖畔で発見した︒養女ヨシヱさんが2

仕事にも生きています﹂

千歳川に架かる山線鉄橋

代目で︑その雛の佐々木金治郎さんが養子に入り

など︑創業以来の﹁秘湯﹂ の雰囲気は昔のまま︒

た︒湖に接し︑大自然と混然一 体 と 化 す 露 天 風 呂

までは湖の東側から船でしか来られない宿だっ

で丸駒温泉に来ることができるが︑60年代半ば

今でこそ︑道路が整備されて 観 光 バ ス や 自 動 車

ル修業を終えて丸駒温泉に戻ったのは29歳の時

年間で沖縄を離れ︑ホテル日航千歳に異動︒ホテ

いた妻と結婚したことも大きな支えとなった︒3

などして仲間を増やした︒同じホテルに勤務して

分からず寂しさもあったが︑野球チームをつくる

プライベートリゾートオクマに︒沖縄では言葉が

東京の国士舘大学に進学︑就職は沖縄のJAし

を前に︑

ンショックや東日本大震災などによる客数の減少

て積極的に表に出るようになったという︒リーマ

木さんはその5年前ぐらいからホテルの鵠鰯を着

ン︒金治郎さんは2015年に亡くなるが︑佐々

してもらい︑高級リゾートホテルとしてオープ

王子製紙の所有物件で休業していた翠明閥を譲渡

3代目を継いだ︒義朗さんの父である︒

電気は自給自足の自家発電︒2年前の北海道馳駆

﹁企業を目指していたが︑これからは家業に戻

そうと思う︒従業員も含め︑旅館やホテルは自分

〈圃55
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高校では野球部の寮生活
主将として甲子園目指す

丸駒温泉のシンボルマーク、工-デルワイスは
登山家の憧れの花
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佐々木義朗さん

O一ゝH-i

●千歳ロータリークラブ

コロナ禍でキャンセル続出
悩むも一日も休まず営業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響をもろに

かぶっているのが観光業界だろう︒北海道の吏妨

湖のほとりで別業100年超の歴史を誇る老舗・

丸駒温泉旅館の4代目社長︑佐々木義朗さんが今

回の主役と聞き︑さぞかし落ち込んでいるのだろ

うと思って取材依頼の電話を入れると︑元気な声

が返ってきた︒

﹁ぜひ支筋湖周辺の自然を見に来てください﹂

新千歳空港から車で約40分ほどの距離に支勿湖

はある︒国立公園に指定された景勝の地︑恵庭岳︑

将前山に囲まれた周囲40㌔㍍のカルデラ湖だ︒最

大深度は363㍍もあり︑日本最北の不凍湖とし

1年連続︑全国1倣︒

て知られる︒環境省の調査で湖沼水質ランキング

は平成00(2018)年度まで1

取材などで北海道には何度も来ているが︑支筋

湖は初めてだ︒空港まで迎えに来てくれた佐々木

さんの車で支筋湖に向かう途中にコロナショック

について質問すると︑

﹁1日で最高1500人ほどのキャンセルが来

た時は正直どうしようかと思いました︒この間宿
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オープンなどを備えていますが︑全て電気で稼働

房には︑フライヤーとかスチームコンペクション

員を突き動かしたのだと思います︒

この場合は地域に対するロイヤルティーが︑従業

いこと︑﹁振り返り﹂を行うことです︒

けることは︑過去の災害の事例を忘れてはならな

ました︒災害時の物資支援協定を結んでいる自治

だけに︑いろいろな所から物資の支援を要請され

また︑当社は独自で全道に物流網を持っている

課題を穏む中で︑準備を進めています︒

や電子マネーでの決済など課題は残っています︒

ストッカーの停電時での対応︑クレジットカード

とはいえ︑電気ポット︑チルドケースやアイス

するものでした︒しかし︑炊飯釜はガスだったの

体などが28あります︒その中には︑陸上自衛隊︑

この温かいおむすびがとても喜ばれたのです︒

です︒ですから炊き出しができ ま し た ︒

これも︑11年の東日本大震災の時の経験が生き

く事業継続計画︑BCP(ぎsiつeSSC昌幸亡暑y

さて︑災雷対策などについて述べるとき︑よ

北海道︑北海道電力なども含まれ︑先のおむすび
や水をお届けしました︒

ました︒電気を失ったらガスで米を炊き︑異材が
なくとも塩むすびでよい︑というその時の対応マ

後は釧路のハザードマップがすっかり書き換えら

ことかというと︑まずけが︑被害は最小限にとど

リテーションと同じだと思っています︒どういう

といいますが︑私の考えはこれはリハビ

それにしても︑1050店舗もどうして開店で

れ︑旧来の物流センターは津波に漬かるエリアに

める︑これは﹁予防﹂ です︒

P-aつ)

きたのか︒それは自主的に店員さんが開けてくれ

なりましたので︑海沿いから海抜20㍍以上の場所

もう一つ良かっだことがあります︒3・11の

たからです︒お店に行って︑簡易キットでレジス

に移転させ︑新しく災害対応型に建て替えてあり

ニュアルに沿ったのです︒

ターを立ち上げてくれた︒パートさんは地域の人

ました︒

た︒ここは完全自家発電です︒自家発電用に重油

この新センターを今回︑防災拠点にしまし

ことができます︒震災にどう備えるかというのも

り︑元の生活︑元の経済活動に1日でも早く戻る

ビリに励めば励むほど︑早く退院できます︒つま

術をして時間をかけ︑リハビリに励みます︒リハ

でも災害は起こる︒けがはしてしまうから︑手

ですから︑地域に対する使命感がありました︒従っ

会社ですから︑もちろん災害時のマニュアルや

3万5000㍑を必要としますので︑これも備蓄

て︑自発的にお店に行ってくだ さ い ま し た ︒

資材調達先リストなどの準備はありました︒しか

重要ですが︑被災後︑どのようにして早く元に︑

今回の地震では︑われわれも元の状態に戻るの

してあります︒停電しても20日間は自家発電でき

釧路の物流センターには︑重油︑トラックを動

にほぼ1カ月はかかりました︒リハビリは短けれ

し︑それだけでは︑このような自発的な開店には

かすのに必要な軽油(4万8000㍑=トラック

ば短いほどいい︒そうすれば︑会社や社会に与え

通常の商売の状態に戻すのか︑ということも大切

れは営業している︑地域と共に歩んでいるという

40台を3週間動かせます)の備蓄もしであります︒

ます︒

ことを︑お店を開けた従業員はよく分かってくれ

ですから︑この釧路に備蓄していた軽油を札幌へ

る全体的な被害は少なくて済むのです︒

結び付かなかったと思います︒地域と共にわれわ

して貢献する気持ち︑地域ロイヤルティー︑コミュ

回し︑札幌の基幹物流センターから︑品物を配送

になって困っているんじゃない だ ろ う か ﹂

断されましたので︑本州から直接︑支援物資を苫

しまったのを見ると︑周辺地域も同様だろうと判

の倉庫群が全て︑地震の揺れで散乱状態になって

一方︑モノそのものの調達はどうしたか︒札幌

つながるのではないかと考え︑私の話を終わりと

ラボしていくことが︑最終的に北海道の発展にも

とです︒地域と共に歩み続けること︑皆さまとコ

ます︒これは決して︑私ども一人ではできないこ

サステイナブルな︑永続的な経営を今後も目指し

最後に︑地域と共に発展し︑存続していく︑

なことです︒

ニティーロイヤルティーというものが従業員の中

しました︒

ていたのです︒私が考えたのは︑これは地域に対

に浸透していたから︑とっさの時に動くことがで

な︑水に囲っているはず﹂︒これらの気持ちが︑

小牧港へ仕入れました︒フェリーを確保しての直

します︒

きたのではないか︑ということです︒

お店を自発的に開けてくれた行為につながったの

送です︒発災直後︑その後しばらくの物流の確保

﹁みん

﹁毎日来てくれるおばあちゃん︑地震で真っ暗

だと思います︒企業に対するロイヤルティーを

釧路RC)

が︑滞りなくできました︒われわれ企業が気を付

(ホスト

﹁コーポレートロイヤルティー﹂と言いますが︑
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こうした応募者の声をすくい上げ︑3時間だけ

ラックアウトという事態まで起こりました︒北海

台風︑18年の北海道腰掛東部地震では︑全道ブ

道で今一番危険︑といわれているのか千島海溝地

働く体制を設けたところ︑たくさん応募があった
のです︒さらに8時間働く人に気兼ねしないよう

震で︑釧路港︑苫小牧港は甚大な害を被るとされ

は出るので︑フランチャイズを 運 営 し て い る 本 部

にラインを分けることにしました︒

の収入は増えます︒しかし︑経費は加盟店の負担
が大半です︒20年前と比べ︑時給はほぼ倍︒光熱

ています︒400年周期説にのっとれば︑もうい

つ起きでもおかしくない時期です︒

18年の地震の時︑当社の対応としては︑で

きる限り︑お店を開けました︒主に水と食料を

求めて皆さま来店されました︒発災直後︑道内

いくことが肝要です︒

営側から働く人の側にオペレーションを仕掛けて

きました︒先ほどから申し上げているように︑経

こうしたところ︑時短で働きたい人が集まって

費などの他の軽費も︑現場であるフランチャイズ
しまうのです︒

店︑各加盟店のオーナーさんたちの負担になって
このように︑本部は24時間営業で少しでも収入

工場で捌く人の子どもさんのために︑企業内保

1100店舗のうち︑1050店舗が営業できま

を増やしたい︑現場のオーナー側はむしろマイナ

育所も設けています︒皆さん︑働き続けてくださ

した︒

スになるので24時間営業はやめたい︑という矛盾

います︒人の募集・採用は確かに大変なことです

が︑今の24時間営業問題です︒

本質は高すぎるロイヤリティーにあります︒お

が︑雇用した人が辞めない仕組みを作ることも︑

開けることができたのか?

実は︑04年の大型

全道ブラックアウトの中︑どのようにして店を

互いが共存共栄していく︑というのが本来のフラ

重要ではないでしょうか︒

台風の体験から︑簡易ながら非常用電源キットを

全店が保持していたのです︒車のシガーソケット

くれるので︑それをレジにつなぎました︒コンビ

危機管理

ンチャイズ制度の基本ですが︑その基本理念を逸

脱してしまったロイヤリティーと︑増え続ける経
費のバランスが問題になっている︑とど理解いた

災害の多発する時代です︒気候が変わり︑北海

ニエンスストアというものは︑店を開けさえすれ

につなぐと︑1 2Vの車の電圧を100Vに変えて

さらに︑人の働き方の変化︑ライフスタイルの

道にも台風が直撃する時代になりました︒過去5

だければと思います︒

変化があります︒私たちの店舗では︑全店ではあ

北海道池田町出身︒79年

ば何とかなるものです︒
年間で大規模災害と認定されるような災害は1

5

りませんが︑元日を休みにしました︒休みにする

もう一つ︑お客さまから﹁ありがたい﹂と言わ

19与4年

入行︒2007年

(株)

セイコーマート(現︹妹︺

代表取

セコマ)

シティバンク銀行

回取締役副社長︒09年

卒業︑(株)北海道拓殖銀行入行︒98年

入社︑専務取締役︒08年

同代表取締役会長︒

内閣府経済財政諮問会諸政策コメンテータI︑北海道且U協会

締役社長︒20年

産應義塾大学法学部

件︒ということは︑1年間に3回は大災害が発生

智保

と好事例が出ます︒商品を運ぶトラックの運転手︑

丸谷

セコマ代表取締役会長

れたものが︑おむすびです︒店内にあるお総菜工

(株)

する割合です︒2014年の大雪︑16年の大型

"

倉庫で作業する人︑総菜工場で嘲いているパー
トさんも休めます︒もちろん︑5億円ほどあった
元日の売り上げは失いますが︑それ以上のものも

得られます︒それは初めて︑あるいは何年かぶり
に家族で大みそかと元日を一緒に過ごせる喜びで

す︒翌日からまた樹くモチベーションにもなる︑
という声も出ました︒

もう一つ︑当社の経営方法の変化として︑3時

協会(NACS⁚之a{iOつa一>∽S°︹雪iOつe︹neつくeつ一書∩のS一〇〇の∽)

会長︑北海道経済連合会常任理事︒全米コンビニエンスストア

集まらなかったのですが︑求人でのやりとりで﹁短

一つ︹e∃さ︹一〇つa一BOa﹁dO{ロi〇〇〇〇〇㌔

間シフトができました︒総菜工場になかなか人が

時間なら働きたい﹂という声が多くあることが分
かりました︒
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域住民のご意向に何とか応えていけるのではない
かと考えています︒

地域興しにとどまらず
地域残しに
上溝潟町出店からは物語が生まれました︒その

もっと売り上げが小さく︑1日1

2˜1

3万円くらい

なのですが︑間違いなく集落の中心です︒高校生
の通学も︑大人の通勤も駅が起点ですから︒

経営側が
働き手間に合わせる時代に

次に︑私たちの企業で働く人についてです︒グ

この店のオープニングセレモニーの主催者はな

んと町でした︒笑い話のようですが︑自分の店な

募集広告には︑年間約1億2000万円かかって

ループでは的2万1000人が働いており︑ほと

﹁これ何だ?﹂と最初は思ったのですが︑次第

いましたが︑紙媒体の広告では効果が年々少なく

のになぜか私は来賓で﹁来賓からご祝辞を﹂と言

となりました︒町の人から見れば︑

んどがパートさんです︒ご多分に漏れず︑採用に

に

なったため︑ウェブ応募に切り替え︑応募してく

われ﹁本日はセイコーマート開店おめでとうござ

さん使った木目調の内装︑北大の雰囲気を生かす

これは自分たちの店なのです︒そこには秋景が見

れた人とはすぐ理詰対応できるコールセンターを

は非常に苦労しています︒パート・アルバイト

ため︑当社テーマカラーのオレンジ色も使用して

えました︒私は心から﹁おめでとうございます﹂

整えました︒すると︑相手の希望する時間や職種

います﹂︒

いないお店です︒上溝滑町の材木店いわく﹁ウチ

と祝辞を述べましたし︑地域の皆さんのお店です︑

をすり合わせることで︑お互いのニーズがうまく

後︑私たちは北海道大学にとてもしゃれたお店を

の集成材が東京オリンピック競技場の屋根材に使

皆さんの手で育ててください︑私たちはそれを手

マッチングできるようになりました︒

出しました︒上溝潟町のカラマツの集成材をたく

われることになったんですよ﹂ ︒ そ の 言 葉 を き っ

伝っているだけです︑と思いました︒

北海道大学店を

上溝滑町へは内心︑経済的な心配をしながら出

こで私がカルビーの社長にお願いし︑復刻版ポテ

プスを復刻しよう︑ということになりました︒そ

す︒町の100周年話念の時︑当時のポテトチッ

ルビーのポテトチップスを最初に作った町なので

ここも後日談がありまして︑小清水町はあのカ

が苦しい時代に︑方法を工夫したら︑応募も採用

言葉が示しているのではありませんか︒この募集

入ったと思います︒それを﹁働き方改革﹂という

のニーズに合わせていかなければならない時代に

集められましたが︑これからは︑会社側が応募者

今までは︑こちらの提示する条件にかなう人が

﹁ははあ﹂

かけに︑そんなに良い木なら北大店に使えないか︑

建てる木材供給へとつながりました︒思い切って

トチップスを作ってもらうお手伝いをしました︒

も1・6倍増えました︒

となりました︒上溝滑の林業を持続させ︑地域を

出店したからこそ︑気付いた良材です︒つまり︑

わが社だけで全道で売りました︒このように︑あ

店し︑この地での出会いが

-

存続させていくことにもつながります︒

ひと口に地域密着戦略といっても︑それが別の地

る地域出店が契機となって︑思いがけないコラボ

の長い営業時間の問題もあります︒当社では24時

また︑近年ニュースで取り上げられたコンビニ

で展開していくことにより諸地域が活性化し︑自

レーション製品を生み出すこともあるのです︒

北海道の斜里郡小清水町には︑海岸沿いに浜小

取り組みが︑このような事例を導いたのではない

意に応えて共に歩んでいく︒こうした三位一体の

間企業として赤字経営はできませんが︑地域の総

本質は別のところにあります︒24時間営業せざる

さんもたぶん変だな︑と思われたように︑問題の

るんだろう﹂︒一連のニュースをご覧になった皆

﹁コンビニはなぜあんなに24時間営業にこだわ

間営業店は約20%です︒

清水という地区があります︒ここには駅と隣り合

かと思います︒特に︑先ほどの900人の町が育

を得ない理由として︑一般的なコンビニチェーン

住民の皆さまの熱意を行政が後押しする際︑民

社も地域産業の一翼を担うことができる︒こんな
つながりの中で循環的な経済活動が生まれたのは

わせに道の駅があります︒そこのスーパーがなく

む良質をカラマツ材が他地域で活用されていく事

収穫です︒

なり︑町はわが社に出店を依頼されました︒スー

24時間営業をさせれば取りあえず一定の売り上げ

店でいえば︑ロイヤリティーがとても商いのです︒
になります︒

例は︑単なる﹁地域興し﹂にとどまらず﹁地域残
し﹂

パーが抜けた場所をまず町が買い取り︑月1万円

で貸貸してくれました︒この店 は 上 溝 滑 町 よ り
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盤としてあります︒それが故に︑地域と共に歩む︑

ストで出席することを計画︒しかし︑この建物で

した︒その後︑先ほどの地域団体が︑お金を出し

の建築確認申請が通らず︑話は振り出しに戻りま

もう一つ大事なことは︑従業員数と労働時間の

合って土地を約600万円で貰ってくれ︑ドライ

という経営の方針を戦略的に立てています︒
観点です︒私たちのような企業にはパートさんが

別市は﹁地域振興助成金﹂という名目で建築コス

ブインを解体︑土地を紋別市に寄付しました︒紋

人数というよりは総労働時間が︑重要になってき

トの半分を助成してくれました︒ここまでに2年

多く︑働く時間も曜日もまちまちです︒ですから︑

ます︒私たちの店舗で例いている人たちの労働時

間かかりました︒

りでいけるラインまで︑何とかござ着けました︒

価償却費も半分で済みます︒黒字か赤字かぎりぎ

めませんが︑店の地代はかからないし︑店舗の減

それでも︑この店からの売り上げはあまり見込

間を足すと︑1440万時間になりました︒

0円上げると︑1億4400万円のコストアップ︒

ここから見えてくることは何か︒例えば時給を
1

事業の本質をこのように分解していくと︑多く

営業時間は地域の皆さんと話し合い︑朝6時半か

20円だと2億8800万円です︒

の労働人数︑労働時間によって店舗が成り立って

ら夜の8時まで︑人件費はローコスト︒

てもらっています︒地域の人たちとよく話し合っ

ニエンスストアを地域コミュニティーとして使っ

にもなっています︒このように︑私たちのコンビ

はバスの待合場にも︑地域の皆さんの語らいの場

の目の前にあります︒広めのイートインコーナー

店舗は︑地域住民の重要な足である高速バス停

いることに気付き︑政府から言われるまでもなく︑

働き方について改革を続けることは︑まさに事業
の本質である︑と考えます︒

地域と共に
どのように歩んでいるか

市の内陸部に位置する出離瀧町に店舗を出してい

中にあるので︑新たな物流コストは発生しません

タ1から出発したトラックが紋別市街へ向かう途

また幸いなことに︑上溝滑町は旭川の物流セン

た結果できたことです︒

ます︒900人くらいの集落です︒しかも高齢者

でした︒加えて︑この地域密着型小規模店舗の売

では︑具体的事例を挙げてお話しします︒紋別

の人口比率は4割超え︒一般的なコンビニなら出

り上げは1口約25万円なのですが︑商品の半分は

私どものサプライチェーン製品ですから︑もし利

店しないと思われますが︑唯一のお店が撤退し︑
行政としても︑地域を守るために無店舗は何と

益が出なかったとしても︑物流も自前なのでなに

何とか出席してほしい︑と頼まれました︒
しても避けたいので︑できるだけの協力をすると︒

がしかの物流利益は出ます︒さらに︑自社製造品

の利益は取れますから︑赤字には陥りません︒わ

地域住民も団体で陳情までしてくれました︒
ただ︑普通に店舗を出すとなると︑減価償却費

が社は店舗・物流・製造で利益を得るという三つ

の構造になっていますので︑小さな商いでも︑地

が大きな負担になります︒そこで︑道沿いに古い
ドライブインがあることに着目し︑改装後に低コ
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(株)セコマ
写真提供:

3日間停電が続く中、店前テントで営業。ようやく通電した
北海道勇払郡のセイコーマート安平店。

地域と共に歩む経営
北海道内179市町村のうち、 175の堰に出店しています。人口でいえばカバー率
99.8%、地域に密着した経営ができていると思います。コンビニエンスストアチェー

ンの顧客満足鹿田萱では、ここ4年連続して全国1位を頂いています。

今日は︑地域と共に歩む経営ということで︑店

割る9億は1佃222円︒1個200円ほどの商

年間で9億佃の商品を扱っています︒2000億

約2000億円と申し上げましたが︑私たちは1

この結果には︑地域密着型で︑その地に住む人

61

〈二重]

り︑こうしたちょっとした総菜やサンドイッチ類

は札幌で製造しています︒それ以外に牛乳︑ヨー

グルトも製造し︑その牛乳を原料とするアイスク

リーム工場もあります︒このように︑自社商品が

5の拠点がありま

つながっているのが︑サプライチェーンの特徴で

すね︒

3番目が物流です︒今道内に1

す︒北海道は広く︑物流を管理するのは大変です

が︑札幌のセンターを拠点として︑全道をカバー

しています︒人口の少ない地域に至るまで出店が

可能なのは︑とにかく︑物流網を綿密に整備して

いるからだと思います︒

最後が︑店舗︒道内に1100︑関東地方に

ら年間約2000億円を売り上げます︒これが︑

100︑計約1200の店舗があります︒ここか

なぜ︑

わが社のおおよその構図です︒

介しながら︑話を進めていきたいと思います︒

品を扱っている︑ということです︒

さらに言いますと︑私たちのお客さま総数は年

と︒北海道民数は約540万人ですから︑単純計

物流︑生産まで含んだサプライチェーンとして動

まず︑その川の一番上流として︑農業生産法人

算で道民1人当たり1年に44回︑来店していただ

間2使4000万人を数えます︒これは一日平均

を約120㌶経営しています︒ここでわれわれが

いていることになります︒このように︑砲域のお

いています︒モノが川上から川下へ流れていくよ

使う野菜の約25%を生産し︑その他は契約農協︑

客さまに支えられてこそ︑2億4000万人とい

すると66万人の方が来店してくだざるというこ

契約患家さんから調達し︑全体のほぼ00%を安定

う数字を頂いていますし︑2000億円レベルの

生産に関する工場を展開しています︒わが社では

や産業と密着して私たちも存続している姿が︑基

売り上げを出せるのだろうと思います︒
﹁100円総菜﹂ という小さな総菜を販売してお

次に製造部門です︒北海道内だけでも21の食品

調達しています︒

うな経営戦略を︑ご想像ください︒

現在の当社ですが︑小売店舗にとどまりません︒

舗が立地する地域とのコラボレーション事例も紹

なぜ︑わが社は地域密着戦略なのか︒売り上げ

わが社は地域密着戦略なのか

田〇日

MaⅢ向山
Tomoyasu

智保
(構)セコマ代表取締役会長丸谷

ロータリーの友
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国際ロータリー第2与00地区
2019年4月27目

P且丁S/地区研修・協縫合豊田輝演要旨

地域と共に歩む経営
◆(株)セコマ代表取締役会長丸谷智保

シリーズこの人訪ねて
千歳RC(第2510地区)

伺う2

戸田大島祥男

1

撮影・工藤隆 太 郎

佐々木義朗さん
記事・山本朋史

卓話の泉
いびきに注意

回52

◆稲畑汀子選⁝⁝⁝・・⁝⁝伺5

1

私の一冊

⁝⁝⁝⁝・⁝伺5

河合恒芳

口-タリー俳壇

◆佐佑木幸綱選

1

水海道

口Iタリー歌壇

◆てじま晩秋選⁝⁝⁝⁝⁝倒5

盛岡中央佐藤公江

倒49

ロータリー柳坦

友愛の広場
私の転機﹁同額寄付って何ですか﹂

岐阜束浦田益之

錦岡東斎藤慧康

ロータリI五割

山五十川歌舞伎に魅了されて

明石東多胡健吾

ロータリー・アット・ワーク⁝・・・・・・・・・・⁝囲45
コロナ禍の中︑

子どもたちへの支援を続ける

東京紀尾井町ロータリークラブ

宇治/名古屋東商/続演南/防府/

第2790地区

青森モーニング

地域の休日診療所を支援

刈谷

大阪南なみはやロータリー衛星クラブ

口-タリーの扉を開く

熊本東/岩出/美濃/宇一都

米山奨学生

青森大学RAUの船出
地域との絆を大切に

新型コロナ感染症拡大防止

医療物質支援プロジェクト

東京米山友愛

厚木市内4口-タリークラブ

厚木市内4クラブが共同で高濃度エタノールを寄贈

日本から発信

各現場の従事者を支援-・川崎西北

東京米山ロータリIEクラブ27与0
コロナ禍での対応国電別線

加藤光峰
箕牧

彰

横組み﹁食欲の秋﹂

声1月号の感想

表紙

表紙題字

表紙レイアウト

◆本誌中のRCはロータリークラブ︑R-は国際ロータリーの埠です︒
◆横組みの目次は︑反対側の表紙を開いた4˜与ページにあります︒
◆本文"写真などの無断転載・複製を禁じます︒
◆表紙については横組みう8ぺIジを参照︒
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Network
Media
GiobaI
Rotary

10月は地域社会の経済発展月間 米山月間です
10月5へ11日はロータリー学友参加推進週間です

回

口霊芝霊国

(本誌の内容・投稿)

hensyu@rOtary-nO-tOmO.jp
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(購読・注文)

ke洞@rOtaサnO-章O肌O.jp

編集部メール
管理部メール

0}う436-5956

「ax.

03-3436-6651

丁ei.

在籍与5年に思う

◆私の宝物

10与-0011東京部活区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル4階

〒

ロータリーの友事務所

一般社団法人

tJ-9停ま圃認諾
∴∴
CON丁EN丁S

事業活動を中心としたDNPのESG(環境・社会・ガバナンス)の

取り組みが、国内外で高く評価されています。
DNPは、せ界的に構成のある社会的責任観賞(SRl)の指標「FTSE4Good

GIobal

lndex」の構成

銘桶に2〇年連続で選定されているほか、多くのSRiインデックスに組み入れられています。印刷業界

では噌〇、年金額立食管理運用独立行政法人(GPi[)が採用する4つの各SG指駁「[丁5各
Biossom

Japan

指賦(WIN)」

index」

「MSCiジt'liシESGセレクト・リーダーズ縮敬」

「MSCl日本橡女性活躍

「S&P/lPXカーボン・エフイシェント継敵」すべての構成銘柄にも遇定されています。

また、サプライチェーン全体におくする温裏効果ガス排出量の削減について、環境分野の円陣的な
非営利団体CDPのサプライヤーエンゲージメント評価で最高陣伍のリーダーボードに遇出されました。

大日本印刷株式会社
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