ロータリーの友1

ロークリ-∽左

令和2年1

1月号照ら8轡篇1

素行噺一般社団法人ロータリーの友軍霧噺

曾

NOVEMBER
Voし.68

」APAN
WWW.rotary-nO-tOmO,j

p

1号

1月1日興行(年月l回1日素行)通学81●●

昭和˜8年1月利刊昭和43年4月ま3日照鈍的制覇軸鴫可

NO.11

さらに充実したオンラインのロータリー体験がはじまります。

モダンなデザイン、そして迅速で簡単な検索機能。
クラブ運営の機能が使いやすく。モバイルでもアクセス可能。

ロータリアンとクラブの検索ですばやくつながる。
自分のプロフィールを入力し、どの情報を誰と
共有するかを自由に設定。これらの改良が加

えられて-つのシンプルなツールに。

新しさのはじまりへようこそ。

MY

RO易ARY

最新の改良についてMYROIARY.ORGでご覧ください。
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私は多様性・公平性・

包括性を伝えるコンサル
タントとして、共感に基
づいて皆に力を与え、皆

を魅了する組織の文化づ

くりを手伝っています。
他人のことを自分のこと
として考えることができ

れば、偏見はなくなりま

す。どの子どもも自分の

子どものように、どの人
も自分の家族のように思
うことができれば、世界
は違った形で見えてきま
す。

共感というレンズを通
して『四つのテスト』を

実践していきましょう。
ロータリーには地域社会と私たち白身に変革を起こ

地域で、女性も含めたあらゆる人々と好意と友情を深

す素晴らしい力があることを私たちは知っています。

めていますか。あらゆる年齢層の人々に、公平であり、

とはいえ、どの地域社会にも取り残された人はいます。

ためになっていますか。必要のない決断を強いられて

そういった人たちに対して、私たちの働き掛けは十分

いる人はいないでしょうか。

国際大会がイスラム教のラマダン(断食月)の最中

ではなかったようです。
そこで、国際ロータリー(R萱)理事会はロータリー

に開催された時、私はロータiノ-と信仰のどちらかの

がより多様な人々を迎え入れられるよう、行動し始め

選択を迫られて苦悩しました。私はこう思ったのです。

ました。クラブが性別、人種、信仰、年齢などにかか

『ロータリーではみんなにとって公平で、みんなのた

わらずどんな新会員にとっても魅力を感じられるよう

めになるようにと言っているのに、その中にイスラム

に、多様性、公平さ、開放性を促進するタスクフォー

教徒である私は含まれないのだろうか』

スを設立。これで私たちが求め、必要としている変化

キリスト教のイースター(復活祭)の最中に開かれる

が速やかに実現されることでしょう。また、

2022-

ことなどあるだろうか』と。厳しい問いを自分たちに

23年度R萱会長に、初の女性リーダーとして、ジェ

突きつけてこそ、私たちはより包括的となり、より多

ニファーE.ジョーンズさんが選出されたのも、この

様なロータリーの創造に着手することができます。

『国際大会が

ロータi)書はすでに多くの人々を世界中で結び付け

流れに沿っています。

草の根レベルでは、クラブは包括性と多様性を高め

ています。ざらに多くの人々が参加したときの可能性

るためにすでに動きだしています。今回は、ロータリー

を想像してみましょう。それこそ、私が望むロータリー

青少年指導看護成プログラム(RYLA)の学友で、

の未来の姿です。人々の思いやりと止まることのない

カナダ・ブリティッシュコロンビア州サレ一・ニュー

支援、そして理想を現実に変えていくカです」

トン・ローターアクトクラブ(RAC)の元会長であ

るアリア・アリさんがお話ししてくれました。

ロータリーには大きな心があります。扉を今より大
きく開けば、新しい意見や視点を持った興味深い人が

「4年前にR

Y

」

Aに参加した時の鼻緒感はいまだ

何人も見つかるかもしれません。さまざまなスタイル、

に忘れられません。ようやく私の仲間が見つかった、

文化、機会を提供しているクラブがすでにあります。

この人たちは私と同じように思いやりのある人たち

今のクラブで居心地が良くないと感じる人は、別のモ

だ、と。世界中で、ロータリーはこの思いを胸に活動

デルに基づいて創設された新しいクラブに合っている

しています。地域社会に奉仕し、問題の規模や範囲が

かもしれません。大切なのはどの新会員もクラブと自

あまりにも大きくて他の人なら諦めてしまうことで

分が合っていると感じることです。ロータリーは、多

も、ロータリーは行動を起こします。

様性を通じて機会の扉を聞きます。

RAC元会長

この精神を今後も大切にしていきましょう。対話が

困難な場合はなおさらです。人種差別や偏見といった
ものは、どの国にも、どの街にも、どの人の′封こも存

アリア・アリ
サレ一・ニュートン

HOしGER

KNAACK

2020-21年度国際ロータリー(R

i)会長

在します。どうすればそれらをなくすことができるで
しょうか。
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11月はロータリー財団月間です
11月2へ8日は世界インターアクト週間です

11月5日を含む1週間(月曜一日曙)は、世界インターアクト週間です○世界には1万5′000以上、日本には600以上のインターアクトクラブ(
AC)があり、さまざまな活動を行っています(関連語事P16

-

17)o写真は長野女子高校I

A

i

Cで、かつて盛んだった「たんば」を保存する活動や、

オリジナルの駅弁づくりなど、地域を盛り上げるための活動を進めています。
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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36,290、会員総数1,192,220人(2020

年9月21日R量公式発表)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、意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

界に眼を開いて、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

はすべて価傭あるものと認識し、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口に創立された東京ロータリークラブで、鞄

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

仕の培念を実践すること;

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

た事業および社会年酒において、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
1940年に国際ロータリーから脱返します。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か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.好意と友情を深めるか

りました。現在、日本全休でのクラブ数は2,238、会員数

4.みんなのためになるか

﹂

われて、

86.372人(2020年8月末現在)となっています。
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知ろう
・

3つのポイントを押さえてスタート

・事業に、よりインパクトを!

・海外へ奨学生を送り出そう

11月は「ロータリー財団月間」です,
本特集では、ロータリー財団関連の中でも「大掛かりなプロジェクトで大変」と思われがち
なグローIVレ補助金を使った支援活動について紹介します。海外のローダノークラブと連携

したり、留学生に奨学金を給付するなど、補助金の有効な使い方はさまざまです。補助金を

利用することで奉仕活動の幅も広がります。ぜひとの機会に、グローバル補助金を活用した
新たな奉仕活動を模索されてはいかがでしょうか?

小牧R⊂

国際車任委貝長

鈴木

文勝

私は会員数34人の比較的小さなクラブの国際奉仕委員長です。わが地区の地区

研修協議会では、東南アジアからプロジェクトのオファーがたくさん来ている
ことが分かりました。私は過去に地区のグローバル関連の委員長を務め、補助
金を使ったV丁T

(Vòationai

Training

Team)事業を企画申請から実践した

ことがあります。その経験から言えることは、海外との共同プロジェクトを進
めるに当たり、大変重要な3つのポイントがあるということです。

まずは選定から

リー財団から承認されませんでした。
主な理由は、複数の病院に複数のテー

信3っのポイント
①知る
こちらから探すのではなく、既
に支援を求めている海外の地区
やクラブがあると知る

②見つける
実施国の地区やクラブから、具
体的な事業の提案があるので、
それを見つける

奉仕プロジェクトの情報提供は、地

マの支援内容を織り込んだからでし

区研修協議会のロータリー財団委員会

た。そこでロータリー財団からのアド

からでしたので、同委員会と相談し、

バイスもあり、プロジェクトを再検討

幾つかあるプロジェクトの中から私た

し、新たなプロジェクトとして再度申

ちで取り組めるものを選びました,決

請をしました。実施国側の代表者は、

め手になったのは、実施国への安全な

グローバル補助金の申請に慣れていな

渡航ができること、地区間の交流実績、

い様子だったので、私たち援助国側が

ありません。適切な機器を本当に選定

10万ドル未満の大きすぎない予算規

申請の内容を「授与受諾の条件」など

してくれているのか、ちゃんと購入を

模で、選定したのはタイ・チェンマイ

に照らしてチェックしました。

してくれるのか、不適切なプロジェク

の病院への医療支援です。

③信頼性
双方のガバナーや奉仕リーダー
が、既につながりを持ち信頼関
係の実績があること

今回の医療支援は、チェンマイ郊外

トになっていないか、速い外国に気軽

早速、現地のロータリアンとメール

をカバーする中核病院へ、透析機器

に行き来できるわけもなく、相手との

で連絡を取りました。そのロータリア

の周辺医療機器の提供支援を行う内

コミュニケーションもメールのやり取

ンは病院に勤務する医師で、今回のプ

容で、総予算は7万3,000ドルです。

りしかありません。

ロジェクトの実施クラブの会員ではな

メインの透析機器そのものは大変高額

く、このプロジェクトの問を取り持つ

ですが、今回の医療支援は多くの患者

コーディネーターでした。実施国のク

の治療効率化を目的に、周辺医療機器

ここで大変重要なのは、相手が信頼

ラブはチェンマイテインタイナムRC

提供に絞りました。医療機器に詳しく

できるかどうかを見極めることです。

で、同クラブの代表者が、グローバル

ない私にとっては、必要な医療機器の

上記の「3つのポイント」で、

補助金の申請をしましたが、ローダ

購入リストの選定は相手に委ねるしか

特に重要です。この点については、当

新しい機器を使って早速治療に当たる医師

8
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間接的つながりが信頼関係に

③番が

贈呈セレモニーで披露された医療機器。コロナ禍の最中なので、
病棟とは別棟で現地ロータリアンと病院関係者が集まった
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1

臆■霞樗
イルス感染症が世界中で騒がれ始めた

月の予定です。今回の訪問を通じて現

バナーや地区財団委員長、今回のコー

時だったので、行けるかどうか、参加

地のガバナーをはじめ、各クラブの会

ディネーター役のロータリアンと実際

者が減るのでばないか不安でしたが、

長およびロータリアンが積極的に参加

に面識があり、その人たちから彊接要

参加者は減ることなく、無事に出発で

していることを私たちは感じました。

望があったことを知っていましたの

きました。

必ずや、この医旗支援プロジェクトに

地区ロータリー財団委員会が先方のガ

チェンマイ国際空港に到着すると、

で、これほど安心できる素材は他にな

いと惑じました。慣れない補助金申請

パートナーであるチェンマイテインダ

で多少失敗があっても、やり直せば良

イナムR

Cの皆さんの出迎えがあり、

よって持続可熊で効果的な成果がもた
らされると確信しています。

私たちが伝えたいことは、比較的小

いことです。結果、再申請をして承認

レストランでの歓迎食事会を聞いてく

規模なクラブでも、グローバル補助金

を得ることができました。

れました。

を利用して、

7万3,000ドルという

信頼できる相手とはいっても潜夢が

翌日、約1時間かけ寄贈先のサン

大きな予算のプロジェクトを行うこと

見えない中、新型コロナウイルス感染

バトン病院に到着。病院内での贈呈セ

ができるということです。これは地区

症が世界中に広がり、本当にプロジェ

レモニーでは、寄贈した医療機器が披

のサポートなしでは行うことができな

クトが進んでいるのかどうか不安に

露されました。病院長からお礼のあい

いことはもちろんですが、行おうとい

なっていました。当クラブとしては、

さつと、地域医療に関わる現状と課題

う意志、意欲がなければ成し得ません。

医療機器が適切に購入され、病院に寄

のプレゼンテーションが行われまし

そして、

贈、運営されることを見届けること

た。ロータリアン、サンバトン病院長

ここが一番大切だと思います。

が責務だと思っていましたので、

をはじめ多くの医療関係者の出席で、

年には再びチェンマイを訪問し、医療

盛大なセレモニーは滞りなく終了。

支援の現場を見届けたいと思います

2月

24日の寄贈日には訪問したい旨を先

クラブ内で現地渡航を呼び掛けたと
ころ、

3分の1に当たる10人の応募

2021

コロナ禍の時節柄、病院棟内を視察

が、まだコロナ禍でその願いは難しい

できなかったのは残念でしたが、やむ

かもしれません。お互い遠方であって

を得ないことでした。

も適切な方法で連絡を取っていきたい

方に伝えました。

現地確認は必ず

信頼できる相手を得ること"

と思います。

継続されるプロジェクト
プロジェクト終結は、

がありました。ちょうど新型コロナウ

(第2760地区

愛知県)

2021年の2

漢相手の見つけ方は?

支援費用の内訳
(小牧R

Cの場合)

クラブから年次基金(シェア)

総額7万3,000ドル

へ行った寄付金は、国際財団
活動賞金(WF)と地区財団
活動賞金(DDF)の二つに
分けられます。
が、

map.rotary.org/ja/project/PageS/PrOje⊂し
Showcase.aspx

DDFは地区

WFは財団管理委員会が

その使途を決定できます。地
区はDD

当地区では、地区研修協議会でロータリー財団委
員会から相手国候補リストが配布されました。そ
の他にはR Iのウェブサイト「ローダノーショー
ケース」が活用できます。ただし信頼関係を築け
るか見極めが難しいかも。

Fの半分までを地区

補助金として支援活動に使用
でき、残りをグローバル補助

喜クラブの実質的な負担額は了

・実施国ローダノークラブへの記念品や
お土産代など
・渡航費用(自己負担)

金、ポリオプラスやローダノー

平和センターへの支援などに
使うことができます。
グローバル補助金はDD

対してW

Fに

Fを同額上乗せする

システムとなっていることか

鷲謂築龍藍詳F
れています

令和2年11月号

ら、左のグラフのような内訳
になります。

漢申請にまつわる話

実施国のロータi)-クラブが作成した申請は〇
度却下ざれましたが、ロータリー財団からアド
バイスを受け再申請をしたところ承認されまし
た。日本のクラブが申請書を出す場合は日本事
務局財団室が相談にのってくれます。
ロータリーの友

9

東京逆町RC

吉田

国際奉仕委貝長

ィンドネシアのI母島にあるバリ・ヌサドアRCと共同で申請した現地医療支援(琵琶警護「c

L

弘和

P」患者の治療)

のためのグローバル補助金事業は、ローダノー財団ならびに第2与80地区からの補助で、総額7万2,与23ドル(約770万円)

の資金を得ることができました。この事業で数多くの子どもたちの命と未来が救われ、手術に携わる現地の医師の育成
にも資することができます。現地視察から申請まで多くの出会いがあり、たくさんの学びがありました。

会員の友人がバリ島にいた緑が発端
当クラブの若林英博会員の友人で、

6人がバリ島に刑び、現地を視察しま
した。

インド洋に浮かぶ常夏の楽園バリ

発症率が極端に高いらしいのです。

現地クラブがやっていること

バリ・ヌサドアRC唯一の日本人会員

島。ダイビングスポットなど幻想的な

現地では会長のリストさんやCしP

である行本正晴さんとの緑により、現

水中世界に囲まれビーチには高級リ

支援事業責任者のカールさん、行本さ

地のCしP患者の状況を知りました。

ゾートホテルが軒を連ねています。舞

んをはじめ多くの会員に出迎えを受

Cは1994年か

踊、音楽、絵画などの宮廷文化、ヒン

け、

ら子どもたちへの手術を支援。グロー

ズーなどの宗教文化を受け継ぎ、世界

案内してもらいました。会議室でCし

バル補助金や他クラブの協力を得なが

遊歴も擁しています。しかし、こんな

Pの概況を聞き、この癖気が単なる外

ら、これまでに1,700件を超える手

輝かしい楽園の裏に潜む貧困問題、そ

見だけではなく、命に関わる問題であ

術実績を残していました。ただ、この

して子どもたちの健康問題は、あまり

ることも学べました。乳児は母乳を十

病気のことや、現地の対応状況は皆目

取り上げられません。

分吸収できず、親が子育てを放棄する

バリ・ヌサドアR

見当がつかず、まずはこの日で確認し

ようと思い、昨年9月、クラブの有志

現地のバリ・ヌサドアRCによれば、

CしP患者は世界的にも、バリ島での

CLPの手術を行っている病院に

現実もあるのです。

続いて、実際に患者との面談。わが

支援活動までの時系列
クラブ内でプロジェクトチー
ムを発足。

2019年9月に行本

さんが来日し、例会で現地の
状況を説明。次に、プロジェ
クトチームのメンバーがバリ
島で現地調査を実施。吉田会
員がプロジェクトリーダーに

就任し、クラブ内で国際奉仕
委員長として本件を主導。

1994
1単ノ・ヌサドアRCがバリ島
のC

」

P患者への支援活動を

開始する。

20宣9

若林会員は、地区の奉仕活動
情報交換研究会において、東
京浅草R

Cが/単)島で行った

てんかん治療支援活動につい
て発表した際、行本さんの名
前を見つけ、連絡を取って数
十年ぶりに再会。その際、本
件の医療支援への協力を求め
られる。

10
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子の病状を堂々と私たちに見せる親の

限られた費用の中、多くの歯科医が善

党活動、資金管理の透明性や他のN

様子から、これまで継続されてきた支

意で対処しています。

Oとの連携などを見て、帰国時には私

バリ・ヌサドアRCの例会にも参加

援で信頼が築かれていることがすぐに
分かりました。その後、手術室で抜糸

しました。例会前にこのプロジェクト

P

たち6人の気持ちはこの支援事業に参
画しようと固まっていたのでした。

の現場にも立ち会いました。泣き叫ぶ

についてまとめたプレゼンテーション

子どもの姿がありましたが、こうした

を受けました。会員の国籍が21カ国

処置で一人一人の命が救われているの

という国際色豊かなクラブのこのプロ

グローバル補助金は全てインター

を実感しました。

ジェクトは、欧米出身のビジネス彊験

ネット上の画面で申請手続きが進みま

豊かな会員がかじ取り役。長年の実績、

す。帰国後は第2580地区ガバナー事

P

考え抜かれたガバナンスと透明性があ

務所ならびに地区補助金委員会にも指

Foundation」が運営して

り、これまでも高い評価を受けてきた

導をもらいながら、バリ・ヌサドアR

理由がうかがえました。

Cと共同、ロータリー財団担当者から

次に、手術前後に患者らが利用する
宿泊施設を訪問。協力関係にあるN
O

「Kolewa

います。宿泊場所の提供にとどまら
ず、健康や衛生環境などの教育も重要

現地クラブの経営能力の高さに驚く

なミッションで、冊子を作成してその

助けを借りながらウェブ申請

の指摘事項にも誠心誠意、説明責任を
果たし、ようやく申請書が完成しまし

3日間にわたり医療支援の現場を視

た。現地の思いがうまく伝わるように

察し、バリ・ヌサドアRCの担当者や

和訳にも工夫し、所属クラブ内でも多

という愚者も少なくありません。ス

連携先のN

くの賛同を得ることができました。

タッフが手術後のトレーニングを披露

ねる中で、相互信頼が深まっていきま

こうして皆さんから理解と支援を受

し、行き届いたケアがあることに感銘

した。中でも感銘を受けたのが、この

け、ようやくグローバル補助金の承認

を受けました。

医療支援運営の経営力の高さです。バ

を獲得しました。これから、このプロ
ジェクトが動き出します。

普及に努めていました。
この施設で初めて歯磨きを綬験した

Oのメンバーと議論を重

91

1

リ・ヌサドアRCが患者一人一人の情

Clinic」に立ち寄りました。

C

報をデータベース化。バリ島周辺地域

最後に提携先の歯科医院「Bali
Dental

P

しPの手術には口内衛生が必須です。

(第2580地区

東京都)

全域でコミュニティーを巻き込んだ啓

コロナ禍以降は手術を中断。現在患
者リストは20人を超えており、手術

ロータリー財団へ申請する
ための作業に若手したのが
12月。何度も修正を加えな
がら2020年4月に書面が完
成。

現地で立ち会った抜糸の現場

患者家族に配布する健康冊子を
説明する連携N

POスタッフ

令和2年11月号

My

Rotaryの補助金セ

ンターから申請した。

前の健康チェックや食品の支給など
予備的な取り組みを行うにとどめる。
10月頃に手術の再開を検討してい
る。日本では広報活動用に動画を制
作。地区の国際車仕委員会でも経験
を共有し、この医療支援への理解・
普及に努める予定。

初めて医療現場を見て重苦しい表情を
隠せない東京麹町RC会員

ロータリーの友
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東京調布むらさきRC

玉村

秀樹

グローバル補助金を利用した奨学制度は人づくりです。物やお金ではかなえられない無形の奉仕として有意義なもので
すし、末永く持ち続けることが非常に大切だと思っています。当地区のグローバル補助金奨学生の場合、地区からロー
タリー財団に推薦されるため、奨学生や地区から依頼があってクラブがスポンサーを引き受けても、クラブのプロジェ

クトとして資金が生じることはほとんどありません。私のクラブでは今年度2人目のグローバル補助金奨学生のスポン
サークラブとなりましたが、奨学生同士の結びつきで、

1十1が2となるだけでなく、クラブの会員も交えて、有効な国

際奉仕のきっかけづくりができたと考えています。

スポンサークラブ・地区の役割は7
・グローバル補助金奨学生にふさわしい人材を探す
最もハードルが高いのか、奨学生の研究分野が「重点分野に適
合している机という点です,加えて、奨学生が持つビジョンが
草の根活動であるか、ロータリアンと共に何ができるかを考え
て行動できる奨学生を見極めます,

・留学の経験を語ってもらう
岩村さんには、例会での卓話、ガバナーエレクト研修セミナー、
地区の財団セミナー、ローダノーデーで講演をしてもらいました。
実体験に基づいた、分かりやすい講演は訴求力がありま五

・プロジェクトのヒントを得る

・留学後も連絡を取る
留学中も定期的に連絡を取り合い、ローダノーとの関係性を保
ちましょう。また奨学期間終了後もロータリアンからイベント勧
誘、例会参加を呼び掛けましょう。他のローダノーのプログラ
ムの参加者も同時に招くなど 同世代で横の関係が持てるよう
な工夫も大切です。

公教育のあり方から
明るい回の未来を考える

奨学生の経験から、私たちは日本にいてもさまざまなことが学
べます新しいプロジェクトを始める時、奨学生から聞いた話
がヒントにならないか考えてみましょう。

2017-18年度グローIりレ補助金奨学生

岩村

華子

が高額です。幸運にも公立のカリフォ

クラブ(RC)でした。例会場はUC

ルニア大学ロサンゼルス校(UCし

しAキャンパス内にあります。会員の

私がロータリーを知ったのは裏千家

A)に進学し、ロータリーから頂いた

マーシャ・ハントさんは感謝祭のホー

茶道を始めた10代の頃にさかのぼり

グローバル補助金で学費をほぼカバー

ムパーティーやイベントに声を掛けて

ます。高校生の時テレビで見た大宗匠・

できました。

くれるなど、とても気さくで温かい人

茶道がきっかけになった

千玄室さんの戦争体験ドキュメンタ

UCLAでは、比較教育学を学び、

でした。また、ダウンタウンの日系人

リーに心を打たれ、千さんの座右の銘

国際教育学を主専攻としました。興味

工竜からピースフルネスを」という

深かっだのは、教育に関係するさまざ

には、同クラブが主催するグローバル

一怨のお茶に込められた平和理念に感

まな分野(政治学、経済学、社会学、

補助金を活用した平和教育プロジェク

銘を受けました。その後、千さんがロー

文化人類学、メディア学など)を械晒

トに参加させてもらうなど、とても親

タリアン(京都RC)であると知った

して学ぶことができたことです。結果、

しくしていただきました。学業は忙し

のが私とロータリーとの出合いです。

「教育学では教育を改善できない。政

かったですが、地域の日常生活や文化

大学院進学を考え始めた時、一番大

治や経済を変えることこそが教育を改

にも触れることができました。

きな問題は学費でした。大学院ではメ

善する唯一の道」というのか、

キシコの多文化共生教育事例を研究し

Aでの最も重要な学びだったと確信し

たかったため、教育レベルの商いアメ

ています。

UCし

街にあるリトルトーキョーRCの方々

メキシコ国内にある大きな壁
メキシコは所得格差が大きな国で

リカの修士課程に入りたいと思いまし

私のホストクラブは、第5280地区・

す。上位10%の世帯平均所得は、下

たが、アメリカの高等教育機関は学費

ウェストウッドビレッジ・ロータリー

位10%の実に18倍に及びます。高

12
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額の学費で校内にスターバックスやシ

近年、世界の教育現場で主眼が置か

を払い、自他の違いを理解して共生し

アターを備えているアメリカンスクー

れるようになった多文化共生へと向け

ていく姿勢を示していかなければなら

ルがある一方で、校舎の床は土がむき

た教育が当院の教育活動の主軸です。

ないと思います。学校教育は子どもだ

出し、屋根はわらぶきで雨期には使い

子どもたちは、他を尊重する心を育ん

けのものではなく、大人も学び、共に

物にならない小屋で学ぶ子どもたちが

でおり、貧富の格差の再生産に歯止め

成長する機会であることを再認識しな

います。昨今、アメリカとメキシコの

をかけ、将来この国をより良い方剛こ

ければなりません。

国境に壁を造る計画が話題になりまし

変えていくと、私は信じています。

ロータリークラブとの関わり

たが、それ以前に、メキシコ人同士の

ロータリーの重点分野のひとつであ

「階級格差」という大きな壁が立ちは

る「基本的教育と識字率向上」の概念

だかっていることは、あまり知られて

をメキシコに当てはめてみましょう。

に伺いましたが、東京調布むらさきR

いません。上流階級はインターナショ

学校教育が子どもたちの人生を肯定的

Cが私のスポンサークラブで本当に良

ナルスクールなどの私立校に進学し、

で意味あるものにするためには、政治

かったと思います。現在、同クラブは

住む地区や生活様式も全く異なり、公

経済の改善とともに、この国の将来を

コロナ禍の中においても、私が住んで

共交通機関などを使うこともありませ

担うエリート層の子どもたちに多文化

いる地域のチヤプルテペックRCとの

ん。貧困層と交わらずに成長したエ

共生の大切さを教育することが不可欠

国際奉仕プロジェクトを立ち上げよう

リートたちがこの国のかじ取りを行っ

だと考えます。同時に、教育現場で一

と精力的に活動しており、その行動力

て、貧富の格差が再生産されているの

番変わるべきは私たち大人です。どん

に対し敬服の念に堪えません。また、

が現実です。

なに素晴らしい教育プログラムを実施

留学中にお世話になった第5280地区

本当にこの国を良くしたいのであれ

しても、多言語が話せても、私たち大

のロータリアンからも多くのことを学

ば貧困層の教育に支援の手を差し伸

人が多文化共生への寛容の姿勢を示

びました。一番の思い出が、アメリカ

べるだけでなく、まず中間一上流階級

し、手本とならなければ、子どもには

のメモリアルデーの戦没者話念式典に

の教育を変えていく必要があるという

響きません。例えば 当院では道徳的

参加した時のこと。参加した方の中に

信念を持つ私は、大学院修了後メキシ

意義から、日本方式の「掃除」の導入

は太平洋戦争の遺族がいたにもかかわ

コ市にある私立校、日本メキシコ学院

を試みたことがありました。しかしな

らず、式典に来てくれてありがとう、

で働くことを選びました。同校は、い

がら、メキシコでは各家庭に家政婦が

と日本人の私に近づき抱擁してくれた

わゆる「在外日本人学校」として日本

いることが普通なので、掃除は下層の

ことは今でも忘れられません。

の教育課程に準拠した日本コースと、

人間がすることだという固定観念があ

メキシコの教育課程に準拠したメキシ

り、

「自分の子どもに掃除をさせるな

ルネスを」という言葉を実践されてい

ココースが併設され、複数の社会文化

んて何事だ」というクレームに発展し

るのがまさにロータリアン一人一人な

にも適応している学校です。日系企業

たことがあります。

のだと思います。今後もロータリーの

第2750地区のさまざまなクラブ

冒頭の千さんの「一怨からピースフ

関係の駐在員の家族と日系人などの日

このように、多文化共生社会の実現

皆さんから多くを学び、いつかロータ

本人が的1割、メキシコ人が約9割

は本当に難しいことですが、まず私た

リアンになれるよう日々努力していき

を占め、

ち大人が物事を固定観念で判断するの

たいと思います。

3つの異なる立場の児童生徒

たちが学んでいます。

ではなく、本質を見極め、他人に敬意

UC」Aで学友と。ホストクラブのウエストウッドビレッ

パームスプリングスで開かれた第5280地区の地区大会にて。

ジR

みんなフランクに接してくれる

Cは大学校内に例会場がある(左から2人目が著者)

令和2年11月号
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Rotary撥
ロータリアンとl〈-トナー団体の懸命な努力により、
WHOアフリカ地域で野生型ポリオウイルスの根絶が設

定されました。これは、同地域の全47カ国で、野生型
ポリオによって苦しむ子どもがいなくなることを意味し
ます。

私たちはこの快挙を祝うと同時に、次なる目標を見据え
ています。それは、ポリオの感染が途絶えたことのない

アフガニスタンとパキスタンの2カ国における野生型
ポリオウイルスの根絶です。

「ロータリー会員の皆ざまへ:

WHOアフリカ地域にお

ける野生型ポノオウイルスの根絶を可能としてくださっ

た皆ざまのたゆみないご支援とご尽力に、心から慰謝い

たします。皆さまの努力によるこの達成は、素晴らしい
快挙です」

国際ロータリー会長
ボルガ一・クナーク

次なる目標を達成するために
どうかご寄付をお願い
endpoIio.o「g4a/d

地域の子どもたちに教え、 教わる

鹿屋高校-A。嗣大筒典子

昨年度から教育福祉班、地域創生斑、郷土芸能班、国

などを考え、今年1月中旬、町内の保護者向けに説明

際交流班の四つの班に分かれて活動しています。インタ

会を開催。保護者からさまざまな意見をもらい、ルール

ーアクターが企画・運営し、部員以外の生徒を一般ボラ

を設定しましな2月1日の第l回の寺子屋には23人

ンティアとして募集して、共に活動しています。

もの生徒が参加しました。子どもたちを教えたい、とい

昨年、持続可能な開発目標(S

D

Cs)の研修会を開き、

自分たちができる地域貢献は何か考えた結果、

S

DG

s

の17の目標の一つ「質の商い教育をみんなに」につい

う生徒が予想以上に多かったため、

3時間の学習のうち

小さなグループをつくり、交代で教えることにしました。

当日は町の公民館に、小学1年生から中学3年生ま

て重点的に取り組むことにしました。企画に当たり地域

での7人が集まりました。

の問題を調べたところ、図書館などの施設を利用するた

子どもたちが持参した問題集を使って指導しました。子

1人に高校生2-3人が付き、

めの公共交通手段が限られ、勉強で分からないことがあ

どもたちからの幅広い質問に苦戦しながらも、生徒たち

ってもすぐに解決できない状況がありました。これを憂

は楽しそうに勉強を教えていました。

慮したインターアクターたちは、

麓詰校i

ACは、

「小

本校は大学進学を目標とする普通科で、教育関係や公

中学生の分からないことを自分

務員志望の生徒が多い学校です。指導に当たったイン

たちで何とかできないか」と

ターアクターからは「とにかく楽しかった。でも自分の

エコキャップ運動などのボ

考えました。そこで昨夏、

勉強不足が分かりました。もっと学んで教員を目指して

地元の白幡町自治会に相談

いきたい」など反省を含んだ前向きな感想がありました。

居映像化プロジェクトや鹿屋

の上、小中学生に勉強を教

2回目以降の寺子屋塾開催は新型コロナウイルス感染

市高須町芳賀伝承活動な

える寺子屋塾を開催するこ

症拡大のため延期となっていますが、これからも若者た

とにしました。インターアク

ちの可能性が広がるような活動に、インターアクターと

ランティア活動に参加したり、

国立ハンセン病療養所での紙芝

ども行っています

ダーたちは科目や時間、指導法

共に取り組んでいきたいです。

(第2730地区

鹿児島県)

「食」で地域貢献

長野女子高校I

AC顧問

誠

望月

三輪たんば保存プロジェクト
地元の長野市三晶地区で、かつて「三

輪たんば」と愛着をもって呼ばれるほ
ど盛んだった水稲耕作を復活させること

で、地域の伝統を守り、町づくりにもつ
なげようという活動をしています。

三輪地区は戦後宅地化が進み、現存

する水田は1枚だけです。私たちは昨
年春、学校駐車場の空きスペース3坪(約

10壷)ほどを開墾し、防水シートを全

面に施して、小さな田んぼをつくりまし
た。水の管理や勝馬対策など自然相手の

作業は大変でしたが、インターアクター以上に地域の人

生徒の半数以上が利用しているこの

たちが稲の成長を楽しみにしてくれました。田んぼを見

駅を再び魅力的な場所にしだいと考え、

た人が「この辺は昔、田んぼだらけだった」

地域の特長を生かした駅弁を作ることにしました。

「穂が出たね。

収謝れ、つなの?」と声を掛けてくれ、季節や稲の成長

駅弁のコンセプトは地域に教育機関が多く、給食の

と共に、地域の話題づくりにも貢献したように感じてい

ように誰かと一緒に食べてはしいという思いを込めて

ます。

「学校給食風」を企画。メニューは地域住民へアンケー

昨年の収穫量はおよそ3kg。地域の秋祭りで振る舞

トし、小学生と栄養科に通う大学生と話し合って決めま

10月に県を襲った台風19号で、今

した。こうしてできた駅弁「みんなのわ弁当」は、これ

年は新型コロナウイルスの影響でイベントが中止とな

までに学校の文化祭や長野電鉄のイベント、地域のお祭

り、地域の人には振る舞えていない状況です。農作業そ

りで販売し、多くの人に喜んでもらいました。いつかは

のものは、コロナ禍の影響を受けずに継続しています。

本郷駅で販売したいと思っています。

う予定でしたが、

今年は新型コロナウイルスの影響で食に関する活動

みんなのわ弁当

が厳しく制限されています。学校ではいまだに調理実習

地元のランドマークである長野電鉄本郷駅の駅弁を

も実施できていませんし、例年あるはずの行事やイベン

開発する活動も行っています。三輪地区の中心に位置す

トも軒並み中止となりました。従来の活動ができず、イ

る長野電鉄本郷駅の駅舎は、かつてはステーションデパ

ンターアクターにとってはつらい年になりましたが、少

ートとして大変にぎわっていましたが、現在はテナント

しでも地域が明るくなるような活動を展開していきた

が全て撤退し、少し寂しい場所になっています。本校の

いと思っています。

(第2600地区

長野県)

1-①新型コロナの影響で、貴クラブは例会を

1-②「はい」のクラブへ。休会を始めた時期は了

休会しましたか了(1回でもあれば「はい」を選択)

与月下旬

与月中旬

5月上旬

4月下句

4月中句

4月上旬

3月下句

3月中旬

3月上旬

2月下旬

2月中旬

2月上旬

1月下旬

1月上旬

と捉えられるのか、

「悪行(この時期にやる内容ではない)」

と捉えられるのかをよく判断して行うことが、今、求められ

●withコロナの時代、新しい活動、行動案を共有しましょ

ていると考えます(千葉・松戸西RC)

う(長野・須坂五岳RC)

●こういう経済活動の停滞の時こそ仲間意識を

●100年前もスペイン風

邪という有事をロータリーは乗り越えました。
今回の有事においても、ロータリーならではの
如意と工夫で解沸しましょう(神奈川東RC)

高めよう!

(沖縄・浦添RC)

●あくまでも個人

的な感想ですが、国の新型コロナ感染拡大防止策は後手後
手に回り、決して十分とはいえない。ロータリーとして
P

う、地域のことを知ろう、身内感覚で!

た医療への援助など、コロナ対策に充当するための
義援金を設けられないものかと思います(埼玉・

●

afterコロナ・

Withコロナの社会構造変化に対応できる

組織の構築を、ロータリー組織全体で模索する必要があり
ます(宮城・仙台レインボーRC)

●頑張ってまいりま

しょう(∧0∧)(茨城・つくば学園RC)

●このコロナ禍の

C

R検査の拡充などの要望をするすべはないものか。ま

人間面R⊂) ●リモート会合を考慮したいが、ネット
を扱えない方も存在するので、何か良い方法はないでしょ
うか?(大阪金剛RC)

●ロータリーの理念は継承し、

中「奉仕活動する勇気」はもちろん大事ですが、あえて「奉

次世代に合ったスタイル(あるべき姿)を兄いだしていけれ

仕しない(延期する)勇気」も求められると思います。こ

ばいいと思います(愛媛・今治北RC)
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VOL.68

NO.11

鍾懇謡親類類題

●Youareourfamily会員同士もっとお互いのことを知ろ

(香川・丸亀RC)

[月

萱国園

の時期に自分たちの奉仕プロジェクトが社会的に「善行」

醒!要害害きき

額

全回のローダノアン

400

1-④甘.休会により未使用となった例会開催費用をどのように活用していますか?

(複数回答可。予定も含む)

クラブ活動資金として、新型コロナ対策の活動に充てた

クラブ活動資金として、新型コロナ対策以外の活動に充
てた

ロータリー財団などに寄付した

地域の団体などに寄付した
クラブ会計に保留
未定
2020-21年度の会費から減額、予算繰り入れ

会員に返金(例会場の食事券・クーポン券で還元なども含む)

その他
600

400

200

(回答数1

800

,207)

その他の回答・コメントより
●オンライン会議設備資金(兵庫・篠山R

C)

●影響の多い業種の会員の会費を-部免除。その分を

未使用の例会費用から読寅した(北海道・岩内R⊂)
R

C)

●危機管理費用に充てる(岡山・倉敷

'数人の退会者が出て二コ二コも減ったため、余剰金は出なかった(長崎中央RC)

●急きょ新規事業を計画し、その経費に充てた(静岡・掛月iRC)

金を創設した(京都・京丹後R⊂)
金とした(埼玉・行田RC)

●災害等支援のための基

●全会員に対し1人につき3万円を、新型コロナ見舞

●例会場からクラブ会員・家族分の食事を届けてもらい、例会場への売

り上げに協力(宮城・岩出山RC)

●国際奉仕の活動に充てた(岩手・盛岡滝ノ沢RC)

●クラブ創立90周年記念事業の積み立てとした(北海道・函館RC)

令和2年11月号
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2-(D新型コロナの感染拡大中、感染予防のため

に、例会を通常とは異なる会合形式で行い
ましたか?

2-②

「行った」クラブへ。その方法は、次のうち

どれですか?

(選択は-つのみ)

(オンライン形式、DVD配布など)

D

V

Dや資料を配布

して例会に替えた

その他

Z○○mなどの

ビデオ・ウェ
ブ会議アプリ
を使って、オ
ンライン形式
で行った

(回答数279)

2-③8.オンライン形式に対する会見の評価は

2一⑤A.「オンライン形式で行った」クラブへ。そ

の方法は、どの形式で行いましたか?

どうですか?

(回答者の主観を含む)

その他

コロナ禍を乗り越えた緯
リモート挙行、

RotaryOneとの姉妹クラブ調印式
東京西R⊂

森

達也
機m能町註。仰m

当クラブは国内で唯一、ロータリー運動の発祥のクラ

T器簿器霊
￣農芸霊藷緯溝ごま塞予言精一一

ブであるシカゴロータリークラブ(RC)、通称「Rotary

￣￣黍￣￣

--言㌻-

One」と姉妹クラブ契約を締結。既に38年間の歴史を

築いています。今年の契約更新は新型コロナの影響もあ
り、リモートで交わそうということになりました。
そこで、既にテレビ会議で毎週例会を開催しているシ
カゴR

Cの今年度初となる例会に、矢島幹也会長が参加。

エリック・センベル会長との間で、世界的にもまれなリ

モートによる姉妹クラブ契約調印式が実現しました。

実は今年は当クラブの創立65周年に当たり、東京
での記念式典で調印式が挙行されるはずでした。新型コ
ロナによっていったんは絶たれた交流も、シカゴRC側
の柔軟な機転によって、何とも新しくユニークな調印式
となりました。まさにコロナ禍を乗り越えて伝統が引き

継がれ、強い絆で結ばれたわけです。
また、この例会には元外交官で当クラブの北村大会員
が登壇し、日本の新型コロナ対応や経済状況などについ

て単語をしました。姉妹クラブのロータリアンに日本の
現状を知ってもらうよい機会となりました。

新型コロナは人間社会に多大な不安をもたらし、交流
を断絶させる破壊力があります。しかし、人間の思いと知

恵はそれを乗り越えて、親睦を深めることを可能にしま
す。今後も私たちはロータリー活動を通じて志を同じく
した仲間と共に、国際的な奉仕活動を続けていきます。
(第2750地区

東京都)

2-③C.今後、新型コロナが収まったとしても、オ

ミニミ、

ンライン例会を開催すると思いますか?
(回答者の主観を含む)

上

雫掌婆

二:→ミ、

●コロナの第2波も懸念ざれます。皆ざまも
十分お気を付けください(和歌山・田辺はまゆ
うRC) ●経済が回るように、ロータリアン
同士の親睦と友情をもっと深めましょう=

賀・神埼RC)
ましょう!

(佐

●しばらくの間は共に頑張り

(宮崎・日向東R⊂)

(回答数217)

2-⑤D.オンライン例会の良い点は了(回答書の主観を含む)

(回答数130)

移動時問がない。場所の制約なく開催できる

≡密を避けられる

●希望者でZ○○m飲み会など、新たなコミュ

●感染拡大を気にして、または会社の方針などで来ら

ニケーションが図れた(神奈川・相模原中

れない会員が参加できた(長崎・諌早南R

RC)

●医師など、特に感染防止を求められる職

●コロナにかかわらず、出張先・出先など

⊂)

仕事の都合で普段参加が少なかった会員も参加可能

種の会員から「安心して例会に参加できる」
と好評である(北海道・小梅南RC)

(北海道・札幌膜面R

●家捌こ病人がいる会員には喜ばれた(兵庫・姫路西

でも参加できる(福井北RC)
C)

●コロナに関係なく、

●体調に不安がある人でも

出席できる(宮城・塩釜東RC)
率が高い(長野・箕輪RC)

RC)

●通常よりも出席

会合にはならない(山梨・甲府南RC)

●出席しやすい。7月

の2回目のオンライン例会は100%出席(神/

奈川・伊勢原平成R

●執行部、卓話者のみ集まるので、大人数の

員など安心して出席できる(東京たまがわR

●高齢の会
C)

⊂)

親近感が湧く。コミュニケーションが図れる
●オンラインテスト例会で皆の顔が一人一人うかがえ、通常より親近感がありました(岐阜・美濃加茂R

●とにかく顔を合わせて交流できることがうれしい(神奈川・大和RC)

た(秋田・花輪RC、福島21

RC)

⊂)

●会貝相互のコミュニケーションが図れ

●感染リスクなく開催できる。伝達事項は漏れなく伝えられる。

参加会員の顔が見える(新潟・頸北RC)
見できた(兵庫・伊丹R⊂)

●久しく顔を合わせなかった会員のお顔を拝

その他
●LiNEによる連絡網が充実した(栃木・氏家RC)

●コロナに限らず、出席率U

Pのためにはオンラ

イン例会も必要(栃木R C) ●高齢者や持病がある会員もいるので、当面は通常例会、 Zoomのライブ配信、
ウェブサイトのオンライン例会の3本立てで行う(宮崎アカデミーRC) ●開催費用が安い(東京愛宕R C)
●最初は混乱したが徐々に憤れ、最低限のことはできている(神祭Jii

きた(大分・中津RC)

'全員参加が期待できる(東京お茶の水RC)

・横須賀西R

C)

●新しい形の例会を提案で

O全体的な出席率が上がる(兵庫・篠山RC)

●直接顔を合わせるのがロータリーの例会と考えるか形を変えた例会もあってよい(愛知・
豊橋R

C)

●慣れれば通常形式より参加しやすい(埼玉・大宮西RC)

●参加者の裾野が広がる(埼玉・liiロRC)

●海外の姉妹クラブとの交流も図れ、若い世代の参加を促すこともできる(東京青山R

令和2年11月号

⊂)
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2-⑨各.オンライン例会の悪い点は?

(回答者の主観で結構です)

(回答数140)

オンラインソフトの不慣れ、掠境不整備など

コミュニケーションが取りづらい

●Zoomができない(神奈」ii・横浜都筑R⊂)

●慣れない方は入りづらい。話すタイミングを取りづ

●スマホはフリーズしやすい(大阪・門真RC)

らそうでした(岐阜・多治見西RC)

●会員の高齢化などでP

るだけの会員が出てしまう。なかなか全員

⊂やスマホの使用率が

●聞いてい

低いため、実施は難しいです(栃木・大田原RC)

参加、全員の発言が難しい(埼玉・行田R

● Zoomの契約や機材などに費用がかか
る(栃木・足利束R⊂) ●回線の関係で見

●儀礼的な部分は参加できるが、会貝同士の交流や会
話はないので親睦が期待できない(神祭Iii

えづらい、聞き取りづらいことがある。事前に資

RC)

料の送信が必要(千葉・宮津シティRC)

///￣へ〉/

・相模原中

●会食できない。事務的で冷たい感じ(新

潟・頸北RC)

射水RC)

t

C)

●話すことが伝わりにくい(宮山・

●どうしても〇人が中心となり、話す機

会がなくなる(茨城・つくばサンライズR⊂)

Zoom会議ではインターネットの回線

●ホスト側が-方的に進行せざるを得ないので、

速度と接続料金の発生を考えなければならな
い。特にネット回線を持たない場合、週1回の例会

-体

感が生まれていないように感じる(兵庫・姫路RC)
●人と人が会うことによる親睦が生まれない。オンラ

にオンラインでつなぎ続けては通信料がかさんでし

インでは特に今後、会員となる意味がないのでは(東

まう。また会員の年齢層も高齢化しているため、会
社では通信回線はあるものの、自宅では使用しない、

京銀座RC)

もしくは使用できない状態であることが多い。今現

浦和ダイヤモンドRC)

在の設置方法のままでは会議に参加している状

●例会前後の交流が持てない(埼五・

●卓話者が会場内を歩き回

ることができない。参加者の反応がいまひとつ
分からない(東京丸の内RC) ●話が-方通

はなく、傍聴している状態になって
しまう(茨城・勝田RC)

行になりがち(熊本・八代南RC)

●事務的でアッ

トホームなクラブの良封こ欠ける(東京井の頭R

C)

オンライン参加、リアル参加の人で蓋が出る
●オンライン参加者が例会の情報を得づらい(青森・八戸RC)

プが埋めがたく不公平感が残る(大阪・堺RC)

●リアル参加者とオンライン参加者とのギャッ

●パソコンを使えない会員が参加できない(大阪う

つぼR

C)

R⊂)

●例会の食事時間中、オンライン参加者が所在なくなる(兵庫・神戸東灘RC)

●準備と運営に手間を要するため、一部の会員に過大な負担をかけてしまっている(東京八王子南
●機材やネット環境など

を使いこなせる限られた会員だけが参加する。全体での話し

合い以外に個別の会話がしにくい(大分城西R

C)

高齢者の方はインターネット

●例会には食事もあるので、リアル参加者とZ○○m参加者
の問に溝があったように感じます(東京江東RC)

の扱いに慣れておらず、オンライン会議

-\\

推進することで疎外感を感じさせてしまう

スクがある。いかに皆に平等にオンライン化
を進められるかが課題。まずは例会場でのオン

その他
●オンラインでの参加メンバーが誰で何人いるのか分かりづら

ていきたいと考えている。デジタル化という
機会の扉を開きたい(東京青山R

C)

トがかかる。オンライン参加者の出席意識(時間厳守、出席義
務)が低くなる。映像が残ることへの参加者の不安(石Ii上金

沢書林坊RC)

●会場に行かずオンラインで済ませようという考えが出てきた(千葉RC)

クスが上がらない(福島・二本松あだたらR⊂)
てしまった(北海道・苫小牧束R⊂)
なる(新潟東RC)
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●〇人ずつ話してもらうと予定以上に時間がかかっ

●会員数が多いと進行が大変(宮城・佐沼RC)

●参加者が半分ぐらいに

●出席率の低下、親睦の低下、増強が難しい(神奈Ii上相模原ニューシティRC)
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○漢露盤醒園田駐/二二∠

い(群馬・伊勢崎中央RC) ●司会者が仕切らないと
多くの会員が同時に話す(山形・大江RC) ●コス

ラインミーティングを実体験しながら、皆で慣れ

2

-⑧F.その他のオンライン例会に関する意見

●慣れてくると参加しやすく、各会員の意見が全員に届

私語的なものも含め、分散型・拡散型のコミュニケーショ

きやすい。初めは接続や音声などの設定に戸惑う。高
齢の会員からは疲れるという意見が出た(千葉・印西

ンが難しい。

合対面型例会の完全な代替手段にはできない

RC)

ように思う(福岡東RC)

'Zoom参加者は画面に大きく表示されるの

-定以上の規模のクラブでは、集
●通常例会が開催で

で、例会での表情がよく分かる。例会プログラムに

きない間の会員同士のコミュニケーションを図る上で有

時間の余裕ができた時はZoom参加者一人一
人の発言を聞けるが、プログラムが多すぎる
とZoom参加者が放置きれてしまう(東京八

意義であった。また理事会もZoom開催で、意見の集約、

決定を円沼にした。その書方で、各家庭・職場からの参
加は、会合直前までの時間を節約するが、同時に例会に

王子東R C) ●人間は、五感の全てを使って他者を
信頼する生き物である(栃木・氏家RC) ●オンライ

専念する環境とは言えず、途中退席や、一時退席などが

ンに対応できない高齢の会員の欠席が増えている。良い

堂に会してお互いiこ顔を合わせて、食事をしないとね」

見受けられた。通常例会に戻って、

「やはり例会は、一

点は、オンラインであっても会長のメッセージを受け取

という声がベテラン会員から多く聞かれた(愛知・名古

ることで、所属意識がキープできること(京都北RC)

屋城北RC)

●感染を心配する会員は肯定的。年配の会員で直接会う

席しました。服装を気にせず、軽装で出席でき
ました(埼玉・幸手中央R⊂) ●例会の参加時

のか楽しみという会員には不評(東京小金井R

C)

●普段あまり例会に出席しない会員が出

●参加が容易で、思った以上に双方向のコミュニケー

間さえ確保できればどこでも出席できることは良い点。

ションに役立つ。その半面、話題が-点に集中するため、

しかしオンライン利用に至るまでに大きい抵抗感を感じ

ている会員や、利用が可能になっても拒否感を感じてい

る会貝が少なからず存在しており、意識改革に大き

く時間を要することが難点です(埼玉・八潮
R⊂)

2-④A.「D

V

Dや質料を配布して例会に替えた」

/一

クラブへ。その形式に対する会員の評価は
どうですか?

/ノ(

(回答者の主観を含む)
/

●休会としなかった点は評価できるが、

一一￣㌻￣÷￣￣￣こて丁で丁-」、臆」一一一書へ

『臨時週報』として例会日にメール・「AXで会員

に情報を送信しました。会長・幹動、らクラブ内

-方通行であり親睦・交流を深められなかった(長野東RC)

も理事役員会の決定事項の配布です(香川・高松南R⊂)
活動への興味が薄れてくる(埼玉・吹上RC)

●あくまで

●会員の顔が見えず、長く続くとロータリー

●即座に返答がこない(大阪・松原RC)

●休会中も、

クラブ内情報の共有ができる(長野・佐久R⊂) ●私見ですが、古い会員ほど通常例会を希望(埼玉・和光RC)
●それぞれの様子が伝わりにくい(鳥取・境港RC) ●感染リスクは減少するが、毎週の例会がおっくうになる(山

形・河北R⊂)

令和2年11月号

●資料配布では会員の意思統-などの把握ができない(長野・飯田R

C)
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2-⑤「その他」の形式で工夫したクラブへ。会貝の評価、良い点・悪い点をお聞かせください(回答者の主硯を含む)
(回答数3与)

YouTubeで

しIN各で

●例会を配信。休会中は会長メッセージ、クラブ通

●グループトークで、毎週の例会開催日時に「会長

信を毎週の例会日に会員にFAX送信した。

FAXな

あいさつ動画」を配信した。参加者の都合の良い時

ので年配の方にもアレルギーなく受け入れてもらえ

間帯に閲覧でき、コメントにて感想・反応を共有で

た(福島RC)

●会員限定で例会を動画で視聴で

きる。しかし、

Zoomのような瞬時の会話はできな

きるようにした。コロナ感染に不安を抱える会員や

い(香川・坂出束R

会社の方針で会合に出席できない会員が例会内容を

重・尾鷲RC)

共有できる(現在は視聴した旨を連絡することで出

容が残ることや、その時間に参加できな
かった会員も後からアクセスし、報告内
容を確認できる(神奈川・相模原かめり

席とカウント)。しかし、このままコロナが収

束せず配信を続けることになると、対面
での例会に参加することが煩わしくなる
会員が増えるのではという心配がありま

C)

●会貴全員が確認できる(三

●議事録として報告した内

あR

C) ●グループ内で会長あいさつを毎週発信
し、意見交換する。スマホを持っていない会員には

す(広島・福山赤坂RC)

FAXで発信しました。高齢者が多いため、

Zoomな

どはハードルが高く、できませんでし
た(和歌山・串本RC)

ハイブリッド(複数方式)で
●通常例会と同時にフェイスブックでライブ配信。会員の企業の事情で通常例会に出席できない会員に見てもら
えるのと、時間外でも例会の確認ができるので便利です。メークアップにも使えると思います(愛知・名古屋中R

C)

OZoom出席を併合しての開催。出席率が上がった(神奈川・横須賀RC)

'参加できない会員

はZoomにて参加した。例会場ではプロジェクターでZoom参加者の顔が見られる。しかし、

声が聞き取りにくかったとのこと(長崎・諌早多良見RC)

Zoom参加者は音

●事務局とオンラインの混在形式。みんなに再会

できたが、映像だけだと実感がない。リアルに会いたい(兵庫・洲本R⊂)

●ハイブリッド例会。

ネットでの出席も認められるから、例会場に来られる会員もだんだん来なくなる懸念があります(埼玉・さいたま
大空RC)

その他
●「AXでメッセージを送付(北海道・富良野RC)

●メール、

FAXを利用し、返信することで出席とみなした。

出席者が増え、ロータリーへの関心が薄れなかった。とはいえ、長期化するとロータリーを離れていく者が出て
くるのではないか(岡山・倉吉東RC)

を送った(千葉・銚子RC)

●お弁当・質料を渡し例会とした。休会中も「AXで毎週、会長あいさつ

●クラブのウェブサイトに原稿や資料を公開して閲覧してもらう。一方通行の情

報開示となるため、会員の惑想・意見・反応が伝わりにくい(広島・福山RC)
を呼ばず、ビデオ卓話を上映した(広島・因島R

C)

●ゲスト(講師)

'会長の時間と幹事報告にメール、グループしiNEなどを活用

何もしないで休会するより良かったと思う(熊本東南RC)

●メール資料での理事会決議自由な

時間に内容を検討し返信できるので便利だが、意見交換できない(福岡・大牟田R

⊂)

編集部より:オンライン方式など通常と異なる会合形式で例会を行ったほとんどのクラブで会員の評価は「おお
むね肯定的」というご回答でした。半面、各形式の良い点・悪い点を挙げる自由回答では戸惑いの声も多く、新しい
方法を肯定的に受け入れたい気持ちはあっても、スムーズな運営には、なお時間を要する状況がうかがえました。な
お、 「会合形式」に対する質問の回答(2-②)の「その他」のご回答の多くが、次ページからの「感染予防対策」に
関するものだったため、コメントは3の結果内(P 25へ)でご紹介します。
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3一①例会で新型コロナの予防対策はしていますか?
(選択は-つのみ)

●していない
1.4%

●まだ休会中
1.3%

●オンライン例
会を実施中の
ため、してい
ない

0.9%

う-②A.

「している」クラブへ。それはどのような対策ですか?

(複数選択可)

ソーシャルディスタンスを保つ
出席者のマスク善用

消毒液など、除菌グッズを準備
参加者の検温
歌を中止

握手の習慣を中止
食事を中止

食事を持ち帰りにした
その他

顕瞳○○臆臆
食事で工夫
●8月末までなしにする(奈良・大和高田RC)
スクをして会話(福岡・小倉R

⊂)

●医療関係の会貫の指導により、食事中の会話はなし。食後マ

●お弁当で持ち帰りを希望する会員もいたので対応した。夜間例会の返杯を

しない。お酌をしない。途中でしてしまっているが(長野・須坂RC)

た(新潟・新津RC)

●月1回の夜例会の食事を持ち帰りにし

●従来の例会中の-斉食事を、例会1時間前からの自由分散形に変更(岐阜・

瑞浪R ⊂) ●中華も小分けで出すなど、大皿取り分け方式の中止(福岡東RC) ●ふた付き弁当方式(京都洛
北RC) ●食事中の会話を自粛(大阪RC) ●食事なし、弁当持ち帰り、時間短縮例会。コロナ前より出席

率が上がっており現在に至る(静岡R C) ●食事をなくした。例会時間変更で体内時計が狂った(大阪・
八尾R C) ●会食を弁当にして時間を短縮。短時間で効率の良い定例会でした。弁当も会員の店に注文した

ので、本業支援にもつながりました(宮崎・延岡中央RC)

●食事を中止した際のビジターの登録

料について議論となった。結果は頂かないことになった(栃木・岩舟RC)

令和2年11月号
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2与

城・古河束RC)

う-②8.その他の感染予防対策

O広い会場で密を避けて開催。

Zoom例

会への抵抗があるので、この方が受け入れられた(東京山
王RC)

ソーシャルディスタンスを保った

●例会場を2部屋使用。最大10人座れる丸テー

ブルに4人(神奈Ili・lli崎RC)

●今までは円卓でしたが、

●ソーシャルディスタンスに留意し、委員会報告などの

長テーブルで2人の配置とした。ソーシャルディスタ

みの短縮バージョンで開催。マスクを着用しても(事務局

ンスを図る意味では良かったが、会話も少なく
なり寂しく感じた(鹿児島・奄美中央RC)

でも準備)

、感染を恐れ欠席する会員もいました(北海道・

遠軽RC) ●広い会場に変更し、善席数を少な
くした。会話が少なくなった(青森・八戸東R
C) ●会員の職業により、自粛に関する受け止めに相
違があった(北海道・深川R⊂) ●ソーシャルディス

タンスの確保、時短、会場の換気の徹底。通常よりも会
場費のコストがかかる(福島・いわき小名浜RC)

●会場を広い部屋に変更し、席次を円卓からスクール形式

に。会員同士の親睦が図りにくい。ただし例会中の私
語は減った(広島・呉南RC)

その他の回答・コメントより

●座席をスクール形式にしたため、セミナー
みたいで会話が弾まない(広島城南RC)

●ビジターを事前登録制にして人数制限を行っている。追

●出席人数をグループ分けで制限し、例会内容をコンパ

使い捨てのビニールカバーを装着(埼玉・鶴ヶ島RC)

クトに。内容的には通常例会と同じように進行できる

●会員限定の例会にするため、メークアップの受け付けを

が、毎回3割程度の不参加メンバーを出してしまう(茨

中止(滋賀・八日市南RC)

大盛況!

跡システムを適用(大阪・池田くれはRC)

●マイクに

●会員所有の大きな施設で

当日のメインプログラムは、用意した日本酒「瀬祭」の

「おうちでオンライン納涼会」

蔵元・旭酒造(株)代表取締役社長の桜井一宏氏が、山口
東京恵比寿R⊂

桶高

葉子

県岩国市からオンラインで叢壇。バーチャルで酒蔵の見

学をさせていただきました。東京にいながら岩国の酒蔵
を見学できる、これもリモートならではの楽しみ方です。

皆で同じ時間を同じ気持ちで共有できるように

その後分科会として、オンライン上の小グループに分

新型コロナ禍で「新しい日常」が提唱される中、当ク

ラブでも親睦夜間例会をリモートで楽しんでみよう!

かれ、久しぶりに大きな声を出して、会員同士で歓談。
フィナーレは、松島トモ子会員によるミニリサイタル。

と、7月28日に「おうちでオンライン納涼会」を開催し

生中継のライブ映像で、すてきな歌声に聴き入りました。

ました。新年度から対面式とZ○○m参加を組み合わせ
たハイブリッド例会は行っていましたが、完全なオンラ

コロナ禍の苦しい日々の中の「楽しい思い出」として、
会員の証億に残ったことと思います。

イン例会は初めてでした。

「皆で同じ時間を同じ気持ち

で共有する」といういつもの納涼会の雰囲気にするため、

できることはいろいろな形で挑戦しよう

同じ食事・お酒を宅配で用意し、物壕的には離れていで

「リアルに勝る親睦なし」という気持ちは皆共通して

も、皆がリアルタイムで楽しめるように工夫しました。

いますが、逆に多忙で休みがちだった会員がこの納涼会

普段パソコンやスマホを使わず、オンライン会議の参

加が初めて、という会員には事前の案内や説明を心掛け

を機に、例会にリモート参加するようになるなどいい
こともありました。今後どんな状況になったとしても、

ました。親睦委員会でZ○○m懇親会をして分科会の画
面切り替えをテストしたり、音声や動画のリハーサルを

検討しようという雰囲気ができ、毎年続けてきた親日本

重ね、当日は東京恵比寿ローターアクトクラブのサポー
トを得て本番に臨みました。

「中止」

「NG」などネガティブな判断はせず、打開策を

大農災復興支援事業(青少年向け出張授業)もリモート
でやってみようかという話になっています。

「実際に会

語調両国一二園

プログラム、ビジターなどはテロップで紹介
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例会を実施した(北海道・釧路東RC)

●外部からのゲ

食事中は会話をしない、などいつまで続く?

という違和

スト来訪を謝絶。卓話は会員に限定(広島西RC)

感(栃木・大田原RC)

●曲は流すが歌わない。食事の飲料水はセルフ(神奈川・

スタンスを確保した別会場で準備した軽食を例会前に食べ

/ii崎百合丘RC) O他県移動者の出席自粛(秋田
R C) ●受け付けを自分で名札や週報を取るセルフ方

像で流し、小さく口ずさむようにした。

式に。外部卓話の依頼はしない(愛知・稲沢RC)

風機の導入で強制排気(東京山王RC)

●会食を中止。ソーシャルディ

るか、持ち帰りにしていただいた。ローダノーソングは映

●送

「新会員との親睦

ができない」との意見があった(大阪西RC)

●例会場の

●卓話

金刀比羅宮の閉鎖に伴い、別会場で実施。通常例会と異な

は行わず、時間短縮に。他クラブからのメークアップを受

り機材などの移動で制約がある。進行も簡素化する必要

け付けない、他クラブへのメークアップ自粛、ゲストの来

があった。常設例会場の良さを改めて感じたが、

会をお断り(東京井の頭RC) ●発熱時・体調不良
時の参加自粛(福島・郡山RC) ●卓話なしの短

会場が変わると気分も変わる(香川・琴平R

縮例会(静岡北RC)

釜石束RC)

C)

●例会場を広い部屋にした(岩手・

●例会場のホテルニューグランドが厳密な

方針を立てており、基本的にはそれに従った(神奈川・横

編集部より:掲載した以外にも多くのご回答をいた

浜中RC)

だきありがとうございました。

●握手をエルボータッチに変更。

「手

「会員数の増減」

に手つないで」を全員が手袋をはめて実施した

さて、皆で味わったのは、日本を代表するデ

案内状に、オンラインに気楽に参加できるような漫画を
入れ、例会時にアフレコで紹介。以降毎週2回、全員で
アプリのインストールやZoomミーティングの入り方

ザイナーの故・山本寛斎さんが欄祭とのコラボ

などを練習。未経験者には親睦委員が「ここを押す」

商品としてプロデュースした「瀕祭おためし
セット日本元気プロジェクトBOX」。そこに
記載されていたメッセージ「苦しい今を楽しん

れを入れる」など隣席で付き添い、例会欠席者には電
話で伝授しました。当日、豪族や会社の方からのサポー
トが受けられない会員は中継場所に来てもらい、
親睦委員がサポート。できる人ができるこ
とで協力し合い、会員の間に疎外感を生ま
ないようにするのは大切だと思いました。

でやる!!」を合言葉に、今年度のロータリー活動

を実施していきたいと思います。
(第2750地区

東京都)

乾杯の言葉は
-十l￣\ィ、瀬祭」

!

全貝で乾林=00人弱が小グループに分かれて歓談タイムも。
今後は家族や会社の人も楽しめるような工実を検討中

令和2年11月号

「こ

各国容

例会揚ホテル料理長に
よる、特製豪華弁当の
紹介タイムも

松島さんのi)サイタル。皆は
ハミングで「ふるさと」を合唱

終了。次々ログアウトしますが、
名残惜しく手を振り合う光景も
ロータリーの友

.葵りししク︑震仰観賞

「できるこ

とはいろいろな形で挑戦しよう」です。

「クラブの懸念

オンライン未経験の方に
参加してもらう工夫

「奉仕活動は出向いて汗をかくこと」

は大切なことに遭いありませんが、

「会員維持の工夫」

事項」などのアンケート結果について掲載します。

(大分・日出RC) ●国歌やソングを歌わない、マス
ク着用であいさつ、集合写真を撮らない、握手をしない、

うこと」

12月号で引き続き、

世界中の
ロータリープロジェクトRO丁ARYl出勤、ら

譜甜措置。
イギリス常詰二塁笑話書芸器器

スではサイクリングがとても人気ですから」。そこ

毎年11月に地元のライオンズクラブと協力して、

で、同クラブはフィットネスバイクを使って一風変

野外での大きなたき火と花火を楽しみます。その他

わったイベントを企画。新型コロナウイルスでイギ

にもクリスマスマーケットにはブースを出席し、休

リス各都市がロックダウン(都市封鎖)に入る前の

日の昼食パーティーでは高齢者の住民を送迎、クリ

3月1日、地元の体育館に約100人の自転車愛好

スマスツリーの再利用や、認知症と高血圧への意識

者が集まりました。

向上活動を行い、障害のある人々のための地区スポ

ジオで1時間フィットネスバイクがこげます。ス

ーツイベントの支援を行っています。

タジオにはミラーボールが飾られて、テンションが

これらに加えて、同クラブはさらなる活動を模索
しました。

「参加費を払うと、バイクスタ

上がる音楽を大音量で流しました」とカーテイスさ

「新しい募金活動を始めたいと思ったん

ん。このイベントの収益金2,500ドル(約27万円)

です」と会員のアラン・カーテイスさんは言いま

は、地元の学校に15台のノートパソコンを寄贈す

す。

るプロジェクトの一部に充てられました。

「何かサイクリングに開運したことで。イギリ

4億9200万円レ
2018年のフィットネスバイク市場の世界規模

れた代表チーム選手たちに魅了され

ウガンダ

◎ ましたが、同時にロータリーのフア

女子クリケットのウガンダ代表

ンも獲得。代表のスターティングメ

チームの元監督リタ・テインカさん

ンバー11人の中から2人(チャー

は、所属するカンパラサウスR

Cの

ルズ・ウェイズワさんとデウス・ム

仲間たちと、ソーシャルメディアで

フムザさん)が同クラブに入会しま

代表チームの試合結果をよく共有し

した。

ます。しかしある時、「ボウラー(投
手)」

「雨上がりのウィケット(悪い

状態の投球場)」といった専門用語
がロータリアンには伝わらないこと
に気付きました。

「それで、クラブ

仲間にクリケットを教える方法につ
いて考えたんです」とテインカさん。

テインカさんはウガンダクリケッ
ト協会と提携するアイデアを思い付

きます。同協会はロータリアンの練
習試合のために、

道具、

「クリケット場と

Tシャツを提供してくれまし

た」。会員たちば練習に参加してく
28
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テキサス州には、現役の軍人が11万人

コックスさんは言います。

もおり、退役兵も同じく大勢います。州

昨年、同クラブは1,500枚以上の国旗

都オーステインの北にあるジョージタウ

を設置して、たなびく星条旗を見渡せる地

ンRCの会員たちば こういった兵士た

上5mの高さのプラットホームを設置し

ちが11月11日の祝日「ベテランズデー

ました。また、パレードも行い、数多くの

(退役軍人の日)」に十分にたたえられてい

地元団体が参加して21発の礼砲と大砲も

ないのではないかと感じました。そこで、

放たれました。陸上競技場で、ウィリアム

2017年11月11日の週に、同クラブは

ソン都立歴史博物館との共催で1週間を

陸上競技場をたくさんのアメリカ国旗で

通して行われた教育プログラムには、約

飾り、

1,200人の第7-8学年生が参加したと

アメリカ

「地元やクラブから40分以内のと

ころにある2カ所の軍事基地にいる3万

コックスさんは言います。

4,000人以上いる退役軍人や、傷病者に

られた国旗への寄付金4万2,500ドル(約

最初に対応する警官・消防士・救急隊員な

450万円)は、退役軍人とファーストレ

どのファーストレスボンダーをたたえまし

スボンダーの5団体に寄付しました。

2019年に集め

た」とプロジェクトリーダーのジャンヌ・

∴フィリピン
1月12日、タール火山が噴火した数時

間後に、その約40血北にあるサンペド
ロ市を地元とするサンペドロイースト・

ローターアクトクラブ(RAC)のリー

ダーたちぽ この天災で避難している何
千人もの被災者への寄付と救援物資の募
集を、ネット上で呼び掛けました。

「ソー

シャルメディアに投稿すると的5万2,000

人が閲覧し、フィリピンの有名紙のウェブ
サイトでも取り上げられました」と当時会
長だったピー・サンティアゴさんは言いま

す。その3日後、会員たちはタール・レ
メリーRACと協力して、飲料水やインス

80万人

四

処理された水が手に入らない
ニカラグア人の教

後も4回にわたって、ローターアクター

5970地区、そしてアイオワ州チヤ

ールズシティR

Cの会員による個人

的な寄付により、

タント食品、衛生用品、医薬品、衣服、毛

布などの必需品を現地で配りました。その

・こ

(約148万円)が集まり、ラバニラ

ニカラグア

と近隣7地域で11台の塩素処理シ

ニカラグア南部の人口約300人

たちは被災地に出向きました。

1万4,000ドル

ステムが設置されました。

の村、ラバニラでは、土壌と化学肥

これにより3カ所の大農場と

料によって飲み水が汚染されていま

2,000人近い住民に飲料水が提供

が寄付や寄贈品を集めて、救済物資を袋に

した。改善するにも村の予算を超え

されました。

詰めて配りました」とサンティアゴさんは

ていたため、住民たちは飢餓と貧困

より健康になったと言ってくれ、学

言います。他にボランティアとパートナー

と闘うために自助努力を促進する

校の教師たちは、水をくみに行かな

のロータリークラブやローターアクトク

N

火山灰や煙による健康被害のリスクが
あるにもかかわらず、

「23人の会員たち

P

OのSelf-Help

Intemational

「地域の住民たちは前

くてもよくなった子どもたちの出席

3つの州に広が

の代表と会合を持ちました。アメリ

率が上がったと言っています」と、

る12カ所の避難所で、約40日間休みな

カ・アイオワ州ウェイバリーに本拠

201l

しで活動しました。ロータリアンは輸送

を構える同団体はニカラグアでの

奨学生でSelf-Help

手段を手配し、物資収集のための場所を提

水のプロジェクトですでにウェイバ

の事務局長を務めるノラ・トービン

供。物資収集には最終的に3つの地区か

リーR

Cと協力して活動していまし

さんは言います。塩素処理システム

ら13のローターアクトクラブが参加し、

たが、会合の結果を受けラバニラの

の保守について住民たちが研修を受

現金2,200ドル(約23万円)と総額5,800

案件が中心的なプロジェクトとなり

けたことば、このプロジェクトの長

ました。

期的な成功の鍵となるとトービンさ

ラブから30人が参加し、

ドル(約61万円)相当の物資が集められ
ました。
令和2年11月号

2019隼6月までに同クラブ、第

-

12年度のロータリー財団

んは話します。

Intemational

-BRAD
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ブラジル南東部に位置するサンパウロ州の州都︑約1200万人が暮らす南半球最大の都市です︒

ブラジル・サンパウロ

丁米山から世界の町へ①

(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

今月からの新シリーズでは、日本のロータリアンの皆
さんが支援する米山奨学生、米山学友が、どんな町で
育ったのか、どんな町で暮らしているのか、近況を写
真と共にご紹介します。奨学生との絆が将来の旅へ、
また奉仕などへとつながることを期待しながら……。
AGS

F法律事務所ジャパン・デスク

パートナー弁護士

古藤ウイルソン忠志さん
(ブラジル/

「オラ!

1996-98/松江RC)

(こんにちは)」

はじめまして、古藤ウイルソン忠志です。父は島根県松江市生まれ、母はブラジル
生まれの日系2世です。私はブラジルで育ち、

19歳で日本に来ました。父の故郷・

松江で2年間日本語を勉強した後、島根大学農学部に進学し、大学3年生の時に米
山奨学生となりました。

ロータリアンと出会い、日本の印象が変わりました。ブラジルの日系社会と日本の

社会はやはり巽なります。カウンセラーの岡本佼さんからは、日本の歴史、習慣、社
会などを折に触れて教えていただきました。例会に出席し、会員と意見交換すること

で、日本の素晴らしさに気付いていきました。本当に充実した大学生活だったと感
じています。大学や業後、東京にあったサンパウロ州立銀行に入行し、約6年勤務。
その後イギリスに渡り英語を学びました。

2006年にブラジルに帰国、日本航空サン

パウロ支店での勤務を経て、法科大学院に通い、

15年、

42歳の時に司法試験に合格

し弁護士になりました。現在は、企業法務を得意分野とする法律事務所において、日

本の顧客に対応する弁護士として仕事に励む毎日です。

ブラジルの新型コロナウイルスの感染者数は9月下句現在、アメリカやインドに
次いで多いものの、少しずつ落ち着きを見せています。大統領の経済優先政策で世界
から注目を浴びましたが、実際には州政府ごとに対策が取られ、サンパウロ州では外
出自粛要請や公務員の在宅勤務、商業施設の閉鎖などがありました。今は各施設が少
しずつ再開しており、私も9月から市民向けの無料法律相談窓口を再開しました。

私は日系人として、ブラジルで日本の伝統と文化を伝えたいと思っています。ブラ
ジルにおける日系人の歴史には悲惨な時期も多くありました。しかし、過去にこだわ

どこにいても、日本と

共に。ブラジルの柔道
仲間たちと

図図
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らないのがブラジル人です。日系人としての自覚と誇りを持

ち、ブラジル社会に役立つ人間になりたいと思っています。
私たち日系人は、ブラジル社会の中で尊敬や信頼を得ていま
す。先輩たちが築き上げたものを守りながら、もっともっと

多くの日本人に来ていただけるブラジルにしだいと考えてい
ます。

昨年l月、国際協力機構(J

I

CA)の研修員として13年

ぶりに日本に行きました。日本の伝統ともいえるおもてなし、

手厚い対応に改めて感動しました。久しぶりの日本で一つ気
になったのは通勤中の電車内。乗客は決まって携帯電話の画
面を見つめるか寝ているかで、活気が感じられませんでした。
国と国との往来が再び活発になった暁には、両国を行き来し、

それぞれの国の良い面を取り入れていきたいものです。
ブラジル人の多くには私利私欲に忠実な国民性が見られま

すが、私は日本でロータリアンと出会い、日本人の気遣い、
仲間への配慮を学びました。日本で過ごした日々の小さな感

動の積み重ねが、今の自分の生きがいに強い影響を与えて

※米山謁念奨学事業、または「よねやまだより」へのお問い合わせは、
Tei

令和2年11月号

:

03-3434-8681

Fax

:

03-3578-8281

(公財)ロータリー米山記念奨学会まで

Eメール:

mail@rotary-yOneyama.Or.jp
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大人の㊥
着こなし図鑑

ビジネスパーソンの

テ鵜マ:ジヤケバン
ジヤケパンとは文字通り、ジャケットとパンツを組み合わせたジャケット・
パンツスタイルの曙。上下セットのスーツと比べるとリラックス感もあり「ス

ポーティー」なものとされていましたが、昨今のビジネスシーンのカジュア

ル化の中で、ジャケパンの着こなしこそ、大人を感じさせることのできるス
タイルとして注目されています。

お薦めの色や素材は

組み合わせのセオリーは?

初めてジャケパンに挑戦したい方に

まず基本となるのがeの「無地ジャ

お薦めなのはまずは基本色であるネー

ケット+無地パンツ」の組み合わせで

ビーブルーのジャケットです。スーツ

す。軽快感のある理想的なスタイルで、

のインナーはシャツやベストに限定さ

プレーンな無地のジャケットで嫌みの

れますが、ジャケパンの場合、

Tシャ

ない感じを与えましょう。腰にアウト

ツから厚手のセーターまで可能性が広

ポケットデザインを採用すれば適度な

がるため、仕立てる立場としては何を

カジュアル感を演出できます。

インナーに着るかを検討の上、試着、
採寸することが前提になります。

「中柄チェックジャケット+無

ジャケットの素材としてこれからの

スに近い色(目立たないチェック)で

時期にお薦めなのはウールをベースに

あれば、ビジネスで着用しても問題は

カシミヤ混、コットン混、または、カ

ないでしょう。しかし、チェックの色

シミヤ100%、ジャージーなどがメ

が服地のベース色に対して目立つよう

ジャーですが、シーンを選ばず、手入

な色であれば、カジュアル感が出すぎ

れも楽なのはウールです。高級なのは、

てしまうので、ビジネスには不向きで

カシミヤ素材。その暖かさと轟きは一

す。パンツは落ち着いたグレーベース

度着用したら、良さがお分かりになる

で膿淡をつければいいでしょう。

でしょう。一口にカシミヤといっても、

eほ、

「小柄チェックジャケット十無

産地、製法、重さなど種類はさまざま。

地パンツ」。柄が小さいので無地調に見

ジャケットに向くのは、イギリス製や

え、遊び感覚が軽減されます。

イタリア製の軽めの素材です。

0は、

「織り楠ジャケット十無地パン

また、ジャージー素材の魅力は、そ

ツ」。織り柄は見た目にほぼ無地に見え

安穏武史

の伸輔性。例の新型コロナウイルスの

るためフォーマル度合いがチェックよ

As諒a

影響で海外出張の機会も少なくなって

りも高めです。その分もう少しおしゃ

いるかもしれませんが、長時間のフラ

れ感を出すためにラベル(襟)を太く

イトの時には しわにもならず着てい

するなど遊び要素を入れても良いで

て楽なのでお薦めです。

しょう。

「

hkeshi

967年生まれ。アサカ(株)取締役"

ファッションディレクター。世界
高級注文洋服業者連盟・理事。束
京北RC会員。人生のモットーは
「向き不向きよりも前向き」

32

eは、

地パンツ」。チェックの柄が服地のベー
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これはプライベートで楽しむ
eは、

「大桶一中柄チェックジャケッ

ト十小柄チェックパンツ」。上下チェッ

になってしまうので、せめて胸ポケッ

装いがチャーミングに見えます。ポ

トは箱形が良いでしょう(e)。

ケットに差し込むだけできれいに収
まる台紙付きのチーフもありますの

小物ワンポイントを加える技

で、いくつかの色や柄を準備してお

クの組み合わせは、強さが出すざるた

ちょっとした小物アクセサリーを

いでもいいでしょう。また、ジャケッ

めに締まりがなく、相当カジェアルで

使っておしゃれを演出できます。お薦

トのラベル部分に差し込むアクセサ

ビジネスには向きません。

めなのはポケットチーフ。スーツにハ

リーもワンポイントになります。も

「無地ジャケット+大柄チェッ

ンカチだと決まりすぎて気恥ずかしい

ちろん、ロータリアンであるなら、

クパンツ」。大柄のパンツはまずビジネ

ですが、ジャケパンだと少しハズした

ロータリーのバッジもお忘れなく。

eは、

スシーンでは着用しない方が無難で
しょう。カジュアル感を引き立ててし

まうからです。はくなら、細かくて目

立たないチェック柄です。
また、ジャケットのポケットでも印
象は大きく変わります。

eのような全

てアウトポケットは完全にカジュアル

令和2年11月号

もっと詳しく知りたい方はこちら。
www.rot∂

ry-nO-tO

m

O.j

p/ki

ko

nas

h

LZu

ka

n/

次回のテーマは「コート」。お楽しみに!

ロータリーの友

邦

いつでもどこでも『ロ鵜タリ鵜の友』

∴∴∵:

開業から半年ほどたち、徐々に
依頼が来るようになりました。

そうした聞、裁判所に通い、

夜遅くまで訴訟記録や
判例を読む日々が続きます。

∴

章子

ゴ
一∴

嘗

一∴

∵
ふ

/臆二一,臆

∴∴∴

∴

(

\

∵

けいIナん

ポールはまず最初に敬虔などューリタン
として、教会を頼りました。

ところが…

教会といえども
職業人の悩みを
救うことは音

できない

その頃シカゴは貧富の差が広がり、
社会の秩序が乱れていました。

今月はシークワーズ。パズルは-殿的な問題で、ご豪族

ローダII-を学ぼうl

バスIしき緯いな

の方も楽しめます。キーワードを埋めていき、最後に残る
言葉はロータリーと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/ニコリ

リストにある、

Fで終わる言葉を盤面から探しましょう。言葉を全て探すと、何文字かが使わ

れずに残ります。その文字を上から下に順に読んでできる言葉は?

どの言葉もタテ・ヨコ・ナナメ8方向のいずれか一直線に読めます。途中で曲がったり、飛ば
して読んでばダメです。同じ文字を複数の言葉が使うこともあります。

P丁K
W
F-丁O
M
F

C 丁 K C S F S -

S A - A C A ﹂ F Y E

C R

E ﹂ E

R - K E ﹂ H H R E し

E

B

E

S

MYS

RF

WATERPROOF

」OAF
MO丁i

F

F

TU

EAF

F

F

C

TARi

F

A

L

CKOFF

R

Ki

F

R

TAKEOF

F

F

O

HAL

i

R

STAF

R

O

GO」F

E

F

SH

U

CHEF

F

SCRUFF

F

R

SCARF

F

E

F

A

E

P

I

F

L

F

E

F

R

F ﹂ - R ﹂ E

F

R

CAL

F

F

E

F

U

E

E

F

L

I

R

F﹂F

B

L

F

G

BE

E

F

E

し A ﹂ O A - F U A E

S

B

O 丁 ○ ○ E 巨 F 丁 H F

W

Fで終わる英単語のシークワーズ

WO」F

F
LF

撃墜

◆パズルdeローダノー応募方法◆

毎月与人に

は、

号の答え」

郵送での応募は郵便はがきに①

「11月

②名前③所属クラブ(り今月号で印象に残った記事とその感想を

お書き添えの上、

〒

105-001

1東京都港区芝公園2-6-15無能芝公園ビル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

『ローダ)-の友』ロゴ入り

「声」欄(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
ご応募も大歓迎です。

日まけん玉協会公腿

WE

B応募は下記のURL、または右の2次元コードから。

「競技用けん玉」を
rotary-nO-tOmOjp/puzzle.php

プレゼント=

◆締め切り◆

2020年12月10日(木)必着

●パズルdeロータリー(8月号)の答えと当選者は、横組みP49に掲載していま●尭
10111213141516171819

義
回田

日本棋院
∴

需萬話してください〇

四

ノヽ

解答は、横組みP49に掲載しています。
にはプレゼントはありません)
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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草た

GENERA丁lON

ことに挑戦しているのでしょうかし

英語は好きですが得意ではなく、留学先でうまく話せる

地元で起業するのが夢
インターアクター

ち。彼らはいま、何を思い、どんな

か、意思の疎通ができるか不安があります。しかし世界

高崎信大朗

に発信できる企業をつくるには英語はもちろん、他国の

文化を知ることが大きな意味を持ちます。時に多文化社
私がインターアクトクラブに

会の国に留学することで、日本とは違った視点で物事を

入会したきっかけは、地元の岡

捉えられるようになるのではないかと期待しています。

山で世界を相手にする会社を経

私は、高校入学前は自分に自信が持てず、それを変え

営するという、中学生の頃から

たい思いがありました。そして、自分を変えるためには

の夢が関係しています。事業内

行動を変えようと、自分にプラスだチャンスだと思う

容は決めていませんが、全く新

ことにはどんどん手を挙げ、挑戦するようにしています。

しいタイプの会社にしたいと考

今、課外活動で取り組んでいるのは、フィリピン、韓国、

えています。インターアクトク

シンガポールの高校生と議論し、観光プログラムを作っ

ラブでは、ロータリアンに接す

て出来を競うことです。オンラインで会話をしつつ進め

る機会があったり、地元のこと

るので、英語だけでなく、その国のお国柄も感じること

をよりよく知ることができたりと、人生へのヒントが得
られると思い、入会しました。

今頑張っていることは、留学準備です。私の通う高校
の英語科の生徒は、

1年間オーストラリアに留学します。

ができ、とても勉強になっています。
岡山県岡山市出身。岡山学芸館高校英語科1年生。岡山学芸錠高
校I AC所属。趣味は映画鑑賞。洋画のアクション系が好み。写
真は地元の玉井宮東照宮で清掃活動をした時のもの。

「何処かではなく「何をするか
ローテックス

松尾

恵

私は小学5年生から3年間、父の仕事の関係でドミニ

カ共和国で暮らしたことがあります。しかし当時はア
ルファベットもままなりませんでした。そんな自分が6
年後には1人でイタリア留学するなんて……。
派遣先のヌーオロは人口約3万7,000人で、海より

山が多く、空が一日中美しく、自然豊かでのどかな町。

襲閏

星野源さん配信の「うちで踊ろう」のイタリア語訳のお
手伝いをする幸運にも恵まれました。

将来はイタリアで学んだ美への意識とコミュニケー

ここで私は羊や牛、馬、ヤギ、犬たちと共に7カ月を過

ションカを生かし、性別にかかわらず1人でも多くの人

ごしました。初めは福岡とのギャップに戸惑いましたが、

が美しく、楽しい人生を送れるようにサポートしだいで

現地で出会った方々との緑は私にとって何ものにも代え

す。夢をかなえるために、

がたい一生の宝物です。今では、つまずいた際に起き上

のか目標です。たくさんの人を笑顔にする世界の懸け橋

がるためのモチベーションともなっています。

になっていきたいです。

コロナ禍で町がロックダウンし、最後のお別れもでき

ず、日本行き最終便での帰国は決して楽なものではあり

ませんでした。途中帰国の留学でしたが、留学で培った

8カ国語を話せるようになる

福岡県福岡市出身。福岡製菓高校3年。

2019-20年度第2700地

区青少年交換学生としてイタリアへ派遣。趣味はお菓子・パン作
り、料理、ピアノ、映画鑑賞。

●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へ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.rotary-nO-tOmO.jpからダウンロードできます。

令和2年11月号

ロータリーの友

43

女性初のR

I会長に指名されるに当

たり、ジョーンズ氏はロータリーの
「多様性、公平性、包括性に関する声
明」の重要性を理解しています。

初の女性R

「『多

テレビ番組)を先導。このイベントは
6万5,000人以上が視聴しました。

ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロー
タリー財団功労表彰状を受賞している

様性、公平性、包括性』を最優先し、

他、夫のニック・クラヤシッチさんと

女性会員や40歳末満の会員を増やす

共に、アーチ・クランフ・ソサエティ、

には、まずリーダー陣がこれを実践し、

ポール・ハリス・ソサエティ、ロータ

2022葛23年

そのメンバー構成に反映させていく

リー財団通販友の会の会員です。

度国際ロータリー

必要があります。どちらの目標でも2

I会長ノミニー

ジ工二ファー各.ジョーンズ氏

(RI)会長とし

桁の成長を目指し、決してロータリー

て、カナダ・オン

ファミリー全体を見失わないようにし

タリオ州ウイン

ます」

ジョーンズ氏は、ウィンザーにあ

ザー・ローズラン

-Ryan

Hyi∂nd

『丁IM各』藤が選ぶ「世界で
最も影響力のある100人」に
ロータリアンのツンジ・フンショ氏

Inc.の

ロータリーの

ラブ(RC)会員のジェニファーE.

創業者兼社長です。ウィンザー大学の

ナイジェリア・

ジョーンズ氏を選出。

理事長、ウインザー・エセックス地

ポリオプラス委

ド・ロータリーク

10月1口まで

る

Media

Street

Productions

域商工会議所の会頭を務めた他、そ

員長であるツン

会長ノミニーとして宣言されました。

の奉仕活動がたたえられ、

ジ・フンショ氏

就任すれば、

Peace

に対抗候補者が出なかったため、

R

I

115年に及ぶロータリー

の歴史で初の女性R

I会長となりま

す。

Meda」lion、

Jubilee

Queenls

YMCA

the

Year

『TIME』

誌の「世界で

Medalを受勲し、カナダ大柳

of

最も影響力のある100人」に選ばれ、

Awardを受賞しています。

世界で活躍する先駆者、アーティスト、

のウェイン州立大学Peacemaker

ロータリーの行動計画は、ロータ

が、

Diamond

リーによるインパクトを高めるための

また、法学の博士号(しし.D.)を有し

リーダー、著名人、巨匠だちとともに

推進剤であるとジョーンズ氏は話しま

ています。

リスト入りしました。

す。

「新しい戦略的優先事項を検討す

現ロータリー財団管理委員でもあ

『T重ME』誌

は9月22日(アメリカ時間)、アメ

るに当たって、近年の歴史の中でも紛

るジョーンズ氏は、

1997年にロータ

リカテレビ局ABCの番組で2020年

れもなく最も重大な時期に、ロータ

リーに入会し、

R量副会長、理事、研

の100人を発表。アフリカ地域での

リーの『適応力』が鍵になろうとは誰

修リーダー、各種委員会委員長、モ

野生型ポリオの根絶においてロータリ

も予想していませんでした」と、白身

デレーター、ガバナーを歴任しまし

アンやパートナー団体と協力し、リー

のビジョンの中で述べています。

「希

た。また、ロータリー強化諮問グルー

ダー的役割を果たした功績をたたえま

望の兆しは最も困難な状況から生まれ

プ委員長を務め、ロータリーのブラン

した。ポリオ根絶の取り組みでこの栄

るものです。測定可能な目標を基軸と

ド活性化の取り組みでリーダー的役割

誉を受けたロータリアンは、フンショ

して、私はこの歴史的な状況下におい

を担いました。現在は、ポリオ根絶活

氏が初めてとなります。

て、今日の現実を反映した機会を捉え、

動のために1億5,000万ドルのファ

培い、伝えていきます」

ンドレイジングを目指す、

ロータリーの友

ナイジェリアのレッキRCに所属す

Polio

るロータリアン歴35年のフンショ氏

Now:歴史を

は、第9110地区バストガバナーで

つくるカウント

あり、インターナショナル・ポリオプ

ダウンキャン

ラス委員会のメンバーです。心臓専門

ペーン委員会」

医である同氏は、ロンドンの王立外科

「End

の共同委員長を

医師会のフェローでもあり、妻のアイ

務めています。

シャさんと共にナイジェリアのラゴス

最近では、新型

に在住し、

コロナウイルス

います。

4人の子どもと5人の孫が

感染症対応のた

毎年恒例のこのリストには、リー

めのファンドレ

ダーシップや才能、発明、慈善活動を

イジングを目的

通じて世界に変化をもたらした人たち

としたテレソン

が名を連ね、過去にはボノ、ダライ・

(長時間放送の

ラマ、ビル・ゲイツ、ネルソン・マン
2020
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NO.11

クランフ・ソサエティ」は、ロータリー

財団で最高に栄誉ある認証です。累積
で25万ドル以上を寄付した人をメン
バーとして迎えます。
2019-20年度は、第2680地区
の丸尾研一・正子夫妻(神戸西神R

C)、

第2660地区の松本進也・章子夫妻
(大阪北RC)、第2560地区の佐々

木呂敏"藤枝夫妻(小千谷RC)、第
2660地区の立野純三氏(大阪R

C)

が入会しました。

この寄付は、健康の改善や教育の支

援、貧困解消を通して、世界理解、親
睦と平和を推進するために活用されま
す。

デう、アンゲラ・メルケル、オプラ・

野生型ポリオ根絶が宣言され、歴史的

今後のR

ウィンフリー、マララ・エスフサイの

な快挙となりました。これは、世界人

2021年6月12-16日

各氏らが選ばれています。

口の90%以上を占めるWHOの6地

台湾・台北

域のうち、

(以下予定)

2013年以来ナイジェリア・ポリオ

5地域で野生型ポリオウイ

プラス委員長を務め、同国でのポリオ

ルスが根絶されたことを意味します。

根絶活動の先頭に立ってきたフンショ

フンショ氏は、この達成について

l国瞭大会

2022年6月4-8日

アメリカ・ヒューストン

氏は、同国のロータリアンたちと共

『TIME』誌に次のように語っています。

に、ポリオ予防接種の重要性に対する

「ナイジェリアでのポリオ根絶活動は

統計

認識を高め、政府や著名人に支援を呼

数々の困難に突き当たりましたが、根

全世界ロータリアン総数

び掛け、ロータリーとポリオ根絶活動

絶が実現する日が必ず来ると信じてい

1,192,220人

における代弁者となってきました。世

ました。状況が後退するたびに、ロー

クラブ数36,290クラブ

界ポリオ根絶推進活動(GPE

I)の

タリーとパートナー団体が解決策を兄

地区数523地区

パートナー団体である世界保健機関

いだし、弱い立場にある子どもたちに

国と地域200以上

(WHO)、ユニセフ(国連児童基金)、

ワクチンを授与する戦略を立ててきた

ローターアクト会員数204,259人

アメリカ疾病対策センター(CDC)、

のです。確信をもって言えることば、

クラブ数10,875クラブ

ビル&メリンダ・ゲイツ財団、

Gavi

ナイジェリアで野生型ポリオウイルス

国と地域160以上

ワクチンアライアンスとも連携してい

を根絶できるなら、どの国でも根絶が

インターアクト会員数347,369人

ます。

可能だということです」

クラブ数15,103クラブ

-RyanHyiand

ナイジェリアでのポリオタスク
フォースのメンバーとして、同国保健

相やポリオ根絶のための省庁間協力委

員会と共に予防接穂やアドポカシー

国と地域150以上
2019

-

2020年9月21日現在

20年度

アーチ・クランフ・ソサエティ
入会者

キャンペーンの調整に当たった他、イ

第6代R暮会長、アーチ・クラン

スラム女性協会とも密接に協力してき

プ氏にちなんで名付けられた「アーチ・

口認m。ィ。

ました。

2019年8月、ナイジェリアでは野

生型ポリオウイルスの無発症期間が3
年を経過。ロータリー、パートナー団
体、自治体や各国政府によるナイジェ
リアでの進展は、数十年に及ぶ懸命な

取り組みの成果です。

去る8月25日、アフリカ地域での
令和2年11月号

2019

掲載ウェブサイト:GPE

2020年

l

(世界ポリオ根絶雅進活動)
http:I/Polioerad

ìation.orglpol

today/POiio-nOW/個s-Week/

io-

常

在

1月1日へ

2018 2017

9月22日

パキスタン

73

147

12

アフガニスタン

47

29

21

14

33

22

8

国

世界合計
R

120

176

I日本事務局財団室NEW52020年10月号から
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45

財団を通じて未来に投資しよう

漢劉掴i錮

郷に入っては……
台湾の人々は、おもてなしの心と
親しみやすさを自負しています。

6月

12へ16日にロータリー国際大会で

台北を訪れたら、地元のロータリアン

との交流に誘われるかもしれません。

1870年代前半、科学技術で人々の生活を良くしようとある天才が研究所で

奮闘していました。何度も失敗を繰り返し、

10年とたたないうちに大量生産

できる新しい電球を完成させました。

彼の名前はトーマス・エジソン。成功するまでに1万国も失敗したことを
指摘されると、うまくいかない方法を1万通り見つけただけだ、と言いました。

好印象を持ってもらい、思ってもみな

エジソンと同じく、ロータリー財団もよりよい世界のビジョンに突き動かさ

いところで失礼がないように、エチ

れています。うまくいかないことがあっても、私たちも、決意と創造性は決し

ケットをここで伝擬しましょう。

て失いません。

台湾のビジネスシーンでは握手が一

今年の初めに、大切なポリオ予陽接種活動を一時的に停止しなくてはなりま

般的になっていますが、会釈をしても

せんでした。新型コロナウイルス感染症を拡大させないためです。このため、

よいでしょう。名刺交換する際は必ず

私たちは柔軟に対応しました。エボラ出血熱、黄熱、鳥インフルエンザの流行

両手で名刺を差し出してください。名

時の前例に倣い、社会基盤が脆弱な多くの国々で、ポリオと闘うためにロータ

刺を受け取ったらすぐポケットにしま

リーが構築に貢献したインフラを感染対策のために活用したのです。

わず、両手で受け取ってきちんと読み

幸いなことに、前線で活動する保健従事者と地域社会の人々を守るためにあ

ましょう。そうすることで、その人と

らゆる予防策が講じられた後、7月にはポリオ予防接種活動が再開されました。

その名刺にちゃんと注意を向けたこと

とはいえ、これまでと同じように活動できるわけではありません。プロジェ

になるのです。

クトの準備と実施の方法を変える必要がありました。また、活動を伝える方法

台湾の文化では食が重要なため、
「競登詣」

(「食事はもう済ませまし

も変えないといけません。
グローバル補助金モデルが成功することは間違いありません。

2013-

14

たか?」の意)というのがあいさつに

年度の導入時に、財団は総額4,700万ドルを超える868件の事業に補助金

なっています。食事に誘われたら勧め

を出しました。

られたものを食べましょう。

与するまでに拡大しました。しかし、補助金の件数は50%増加し、金額は

台湾の人々は乾杯するのか大好
き。グラスを手に誰かが近づいてきて
「干杯」、または「乎乾噛」と言われた
ら、「乾杯」の意味です。飲み干しましょ

2019-20年度には、

1,350件、

1億ドルを超える総額を授

123%増えましたが、年次基金への寄付はわずか5%しか増えていないという

問題があります。

私たちを必要とする人々に救いの手を差し伸べ、財団がもたらす愛を広める
ためには、必要な資金を集めるために力を合わせなければなりません。

「愛のメッセージを受け取ってもらいたいならば メッセージを打ち出さな

持ちます。アルコールを飲みたくなけ

ければならない」とマザーテレサはかつて言いました。ランプの炎をともし続

れば、ソフトドリンクやお茶で乾杯し

けるためには、オイルを入れ続けなければならないのです。

ても何の問題もありません。あなたは
歓迎されているのですから。
-HANK

2021車台北国隙大会の

参加登録はこちら
⊂OnVentio
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世界中の地域社会によりよい未来をもたらすために投資するなら、ロータ
リー財団はどよい選択肢を私は他に知りません。今日の、そして年度を通した

SARTIN

皆さまのご支援は、私たちを最も必要とする人々に手を差し伸べるロータリー
の、財団補助金の炎を明るくともし続けるオイルなのです。
K.

rg〃a

uos一肌eモ﹂主u°害し︺S三一

う。伝統的な乾杯は、両手でグラスを

R.

RAVINDRAN

2020-21年度ロータリー財団管理委貝長
2020

VO」.68
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1

地区別クラブ数・会貝数一覧表
(2020年8月末現在)

RC数

砲区

会員数

19年8月末

会員数

第2500地区

67

2,247

2,295

第2510地区

70

2,549

2,635

第2520地区

77

2,187

2,240

第2530地区

64

2,259

2,338

第2540地区

42

1,142

1,144

第2550地区

48

1,718

1,754

第2560地区

56

2,091

2,101

第2800地区

49

1,545

1,603

第2830地区

41

1,133

1,183

第2570地区

50

1,585

1,631

第2580地区

70

2,920

3,040

第2590地区

55

1,973

2,021

音①今年度『友』読下半期分(2021

第2600地区

53

1,943

1,987

年1月号へ6月号)の減部について

第2610地区

64

2,592

2,675

は、2020年12月7日までに直接、

第2620地区

77

2,898

2,991

友輔へご連絡をお願いいたしま

第2750地区

97

4,659

4,816

主立

第2760地区

85

4,812

4,918

②1月号の発行部数決定や発送準備

第2770地区

74

2,436

2,542

の都合上、12月8日以降の1月号減

第2780地区

66

2,296

2,412

第2790地区

82

2,775

2,831

第2820地区

55

1,892

1,998

第2840地区

45

2,104

2,115

第2630地区

74

3,144

3,259

第2640地区

67

1,721

1,856

第2650地区

96

4,465

4,663

第2660地区

80

3,603

3,657

⑤1月13日以降にご連絡いただい

第2670地区

74

2,968

3,057

た減部は全て、次年度2021年7月

第2680地区

71

2,686

2,783

号からになりますので、ご了承くだ

第2690地区

65

3,015

3,090

さい。

第2700地区

61

3,128

3,228

⑥追加購読のお申し込みは、残部が

第27重0地区

73

3,221

3,330

ある限りお受けいたします。

第2720地区

75

2,397

2,472

第2730地区

68

2,381

2,432

第2740地区

56

2,151

2,227

86,636

89,324

新インターアクト
やつしろ(2720

提唱クラブ

・熊本県)

八代南

承認:2020年7月11日

『友』誌ご購読数変更
についてのお願い

日本のロータリー
会員概数 86,372人
クラブ数 2,238
(左の表中34地区合計から、
第2750地区のPBグループ
を引いた数です)

ガバナー月信より

2750ク

ラブ数・会員数は、

P

P6「日本のロータリー」数は

34地区合計からPBグルー
プを引いた数。

P

276人。

地区会目数修正
表中、

本誌宣0月

(7月分月末)

2760・4,803人、

地区合計会員数:

34

86,353人、

表外とP6「日本のロータ
リー」最終行会員数86,090

部はご容赦ください。
は、2020年12月号と同じ部数を送

付させていただきます。
④12月8日以降の会員数変動によ
る減部は、202重年1月12日までに

ご連絡いただければ、「2月号へ6月

号」の減部として対応いたします。

定価200円十消費税(送料込)

購読数変更については友ウェブ

34地区合計

サイト(wwwJ̀Otary-nO-tOmOjp)

の「クラブ・会員専用」
各種変更」

→

「友誌

→

2,247

人。

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、
楼組みP48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。

口詣課血。

「注文・

部数変更連絡」

ロータリーの負12胴主要記事予定

からもど連絡いただけます。

なお、印刷版に加え『友』電子版

横組み

を会員全員に提供しております。購

特集

読料は電子版も含め200円十消費

2021年R重合北国瞭大会
新型コロナの影響に関するアンケート調査②

どうなった?例会

縦組み 現行乳がん検診技術の課題と世界初マンモグラブイの実現

税となっております。

窯業荒業詰セ㌫誤認建郷Rota
◆2020

-

9月8日付でガバナーが志田洪

顕(静岡RC)会員への変更に伴い、
1

ry

21年度・第2620地区ガバ

ナー/ガバナー事務所メールアドレス

20-2

19年8月末

Bグループ9RC会員数

号横組みP36

③部数変更のご連綿がない場合に

変更

Bグ

ループ9RC264人(北マ
リアナ諸島・グアム・ミクロ
ネシア・パラオ)を含みます。

g.shida@ri2620.grjpへ変更。

令和2年11月号

ご投稿・お問い合わせは〒

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.

無能芝公園ビル4階
03「3436-6651

Fax.

03-3436-5956

編集部メールhensyu@ÌOtary葛nO̲tOmOjp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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日本ロータリー分布図
Rota

ry
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!
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デiノトリー
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かバナーミ

ロ

ゾーン「A

ロ

ゾーン2

ロ

ゾーン3

DISTRiCTS

□

肌肌

撞悪と

∴

2俄0

(着用・山襲)

志田洲

2570

(増玉西北)

轡専制・

絹原

茂吉

謹上2780

師弟擬装鼻
2590

2640

照井

吉富.￣註男∴∴綱頂

秀番

ロータリーの友ウェブサイトww.rotary-nO-tOmO.jpに各地区ウェブサイトのU

莞鈴木

月刊

ロータリーの左

第68巻11月号
20ま〇年10月う1日印馴

ま0裏〇年章1月1日飛行

ロータリーの慶事濡所

○社

貝

辰野

克彦

野生司祭光
福原

有-

久保田英男
筒

仁-

(東京茜)

(東京小石川)

(鎌倉)

(茨木)

監

事

貝

長

渡辺

誠二

高野孫左ヱ門(甲府)

編集長

野崎

恭子

安平

和彦

(姫路)

編

片岡

信彦

(土浦南)

橋本

長平

(京都東)

清水

良夫

(横浜)

片山

主水

(名古屋東田)

吉田

潤司

(釧路〉

静男

(宇都宮北)

集

(東京みなと)

稲川やよい
黒野

種二

山名

受

領日豊田香

熊谷健太郎
理

君津

美子

半田

弥生

草野

淑莫

(松本西南)

孝郎

(大阪西南)

若林

葵博

(東京塑町)

三浦

虜-

(東京八王子西)

横山

武志

(束京北)

東川

-成

(大宮シティ)

羽田

伊助

(東京目黒)

保夫

所

管

四官

鹿野

(東京銀座)

有￣

Lを掲載しています。

■域
宏

古川

一般社団法人

R

月ロロロ

第蒜‡誌オ〉

(大暇京節・和歌山)

管轄書聖

振込銀行

三井住友銀行浜松町支店
口座番号(普通)

郵便設営
印

刷

表紙印刷

口座番号

7450015

00180-8葛694591

大日本印刷(燦)

半七号裏印刷工費(株)

(小山中央)

野中

茂

榊原

一久

(東京曇ら東)

渡辺

誠二

(東京みなと)

野崎

恭子

(川崎)

宮嶋∴康明

(新千葉)

高野伊久男

(横浜西)

-般社団法人〇〇タリーの慶事照新
〒105-0011

東京部活区芝公園2-己15恩髄芝公園ピル4

電話

03-う436-6651

各AX

O3-34う6-5956

編集部メール

hensyl

警醒部メール

keiri@rota「y-no-tOmOJp

ウェブサイト

WWW.rOtary-nO-tomO.io

I

@'ota「y-nO-tOmO.jp

落丁本・乱丁本は-般社団法人ロータリーの友事務所までお知らせください。本文・写真などの無断転載・複製を禁じます。
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表紙について

一年を通して、いちばん好きな季節。

真夜中に月が見えたら、
窓を全開にして月の光を愉しみます。

五十嵐仁之(いがらしひとし)
イラストレーター。19与三年山形市生

まれ。日本大学芸術学部美術学科油
画専攻卒。(株)三陽商会広告宣伝室

を経て、現在東京都渋谷区でスタジ
オジャングル・ジム主宰.書籍、雑
誌、広告のイラストを手掛ける。

「パズルdeロータリー」の答え

国際ロータリーのウェブサイトでもウェビナーが開催
されることがありますが、お一人でも学ぶことのできる

8月号の答え「WEBiNAR」

ツールとして「ラーニングセンター」があります。リー

O答えは「WEBI

ダーシップに関する知識とスキル向上に役立つ、

NAR

リーの基本知識」、

(ウェビナー)」

「ロータ

「ロータリーの重点分野」など40種

です。ウェブ(Web)

類以上のコースが受講できます。例えば地区の研修会合

とセミナー(Seminar)

に先駆けてラーニングセンターを受話・修了して理解を

を組み合わせた造語

深めておいたり、会合前に事前資料として案内するのも

で、インターネット上

効果的でしょう。

で行われるセミナーや

ラーニングセンターへのアクセス方法

そのツールのことです。

回

WWW.rOtary.Org/ja/enhance-yOur-leadership-

コロナ禍の中にあっ

Ski11s-rOtary-1earning-Center

て、オンライン形式で
会合をすることが多くなり、最近よく聞かれる言葉です。

ラーニングセンター

現在さまざまなサービスが展開されており、その中の一

1eam.rotary.org/members/1eam/catalog

つ、

Zoomのサービスを利用された会員も多いのではな

いでしょうか。本号横組み「どうなった?
-27)でも、

黒先コウ(19の三)
この問題に関するお問い
合わせは、下請(公財)
日本棋院認定係までお問
い合わせください。
「AX

0う-3288-87之3
:

0す3261-与841

令和2年11月号

My

RotaIγへのログインが必要

応募総数169人

正解者160人

当選者(敬称略・順不同)

/山田享司(豊橋R

C)、鈴木幹久(川

崎大師RC)、障内弘子(多久RC)、古山真紀子(東京丸の内
RC)、吉野英樹(佐世保中央RC)

◆解説◆
簡単に死んでいると思った方は早とちり。簡単に
生かしてしまうのはヨミ不足。まず黒1、白2と交

換して、次に黒3が巧手。白4に黒5から白6とコ
ウになります。白4で6は黒aで白死。白4でaも

黒6、白4、黒5でナカデ。いずれも失敗です。初

手黒6は筋違い。白5とオサえられ、黒3、白4、
黒aに白bと大きく生かしてしまいます。

1011

一二三四五六七八

P42詰め碁の答え◆

丁各し:

(P18

Zoomを活用して例会を行っているクラブ

が多いという結果が出ています。

◆

例会」

※
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あなたの
ストーリーは
i

"

〇一葛一
i

i

i

i

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Iこ知ってもらおう
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

世界に広めるキャンぺ-ンを展開しています。多くのクラブがこのキャンぺ葛ンに
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.org/brandcenter)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

★★

友愛の広場

・エッセーや海外クラブ訪問記、時局雑感など。
原稿:

1.000宇以内

写真:あれば添付

ロータリー・アット・ワーク写裏籍

★★

情報もお待ちしています!
NEW

★

・ロータリーのプログラムに参加経験のある10へ
30代の若い人(現役・学友)を紹介。推薦対象者(イ

・ロータリークラブ、地区、インターアクト・ローター

ンターアクター、ローターアクター、青少年交換

アクトクラブなどの奉仕活動を写真で紹介。活動後1

学生、財団奨学生、米山奨学生、ライラリアンな

カ月以内にご投稿ください。
原稿:

GENERATiON

ど)について編集部へご一報を。編集部から直接、

1与0字程度(必ず活動日を入れてください)

当人へ原稿を依頼します。

写真:記念損影以外で活動の様子が分かるもの
ロータリー・アット・ワーク文章編

★★

・紹介内容は写真編と同じ。活動後1カ月以内にご投

持集配車

・ロータリーの友ウェブサイトで特集記導の情報を

募集することがありますので、ご確認ください。

稿ください。
原稿:600宇以内

写真:あれば添付(記念損影以外)

ロータリー俳壇・歌壇・柳壇
・

1カ月に1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。メール投稿はお受けできま

・

『クラブ会報』

「卓話の泉」掲載用として、クラブの『週報』

『会

報』を継続してご送付ください。メール配信の
クラブは、メーリングリストに友編集部メール
(hensyu@rotary-nO-tOmOjp)を加えてください。

せん。

私の一冊

『クラブ週報』

紙のみ発行のクラブはご郵送ください。

★

・会員おすすめの本を紹介。一般的で、入手可能な市販

書籍(絶版、自費出版、投稿者と直接関係する書籍以

※投稿原稿は編集部内でリライト、編集させていただき

外)でお願いします。

ます。規定字数を超える場合は編集させていただきま

原語:う20字以内。別に書籍名、著者名、出版社、発

す。また、ひらがな・漢字などは、

行年を付記してください。

-させていただきます。

私の宝物

※写真ならびに原稿は、友ウェブサイト、広報誌など、

★★

・家族、ペット、思い出の品、コレクションなどの宝物を

原稿:与0へ100享以内(宝物を説明してください)

写真:宝物そのもののアップの写真
・

(-社)ロータリーの友事務所発行の出版物に掲載する

場合があります。

写真で紹介。

パズルdeロータリー

『友』の表記に統

★★

3種類のパズル(クロスワード、数狼、シークワーズ)

※掲載は、

(-社)ロータリーの友事務所理事会なら

びにロータリーの友編集部にご-任ください。誠に
勝手ながら、掲載・非掲載の連絡は差し上げていませ

んが、投稿後6カ月をめどにご判断ください。

を毎号順番に掲載。プレゼント応募の締め切りは発行
月翌月の10日。

投稿方法、その他規定は友ウェブサイトで!

内外よろず案内

口:綜課かィ。

・会員間の趣味の交換、催し物の案内など。
原稿:

200字以内。質料があればお送りください。

声

★★

・

『友』誌についての感想・意見を紹介。発行月翌月の
10日が締め切り。

原稿:

200字以内。対象記事を明記してください。

★…友ウェブサイトから記入用紙をダウンロード可

★★…友ウェブサイトの投稿フォームから投稿可
令和2年11月号

一般社団法人ロータリーの友事務所
〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15

黒龍芝公園ビル4階
Tel.

03-3436-6651

Fax.

03-3436-5956

Eメールhensyu@rotary-nO-tOmOjp

ロータリーの友ウェブサイト投稿フォーム
WWW.rOtary-nO-tOmOJ

p/form.php

ロータリーの友

与1

●旅行代金に含まれるもの

●旅行代金に含まれないもの

①往復碗空券運賃(エコノミークラス)

①国瞭ロータリー大会(Ri)登録料

②ホテル宿泊代(2名で丁重利用)

($365

「

2/1

⑤任意海外旅行損害保険料、電蕃代等、

5までに登録の場合)

③ホテル内の朝食

②燃油サーチャージ、空港税、国際観光旅客税

④空港-ホテル間の交通費

③渡航手続き手数料(羊3,3○○)

⑤市内観光(約3時間)

④〇人部屋追加料金

駿亘i

6I9.水,̲6I1

4旧,

個人費用とみなされるもの

橿麹寝亘6110(木,-611

5.火,

高雄1泊→台東l卸本1泊→花蓮1泊→台北2泊

嗣1泊→大書闇1泊→台北3泊

成田、または関西空港から直行便で高雄に入り、東部の主要観光地を周遊した

台湾を代表する景勝地、花蓮、太亀田を訪れた後、台北では自由行動の目を1目

後、大会開会式参加と台北市内見学を兼ねたコースです。卸本温泉(台東近郊)
は美白とアンチエイジンクが期待で巷る 英人の鴻"として知られています。

地、サービス、敵情が整った高級リゾートホテルです。

塵塾頭」叩2出-611

投げた時間に余裕のあるコースです。宿泊予定の太亀田昂英酒店ホテルは、立

覇彊亘南7胴,̲6I1

8劇

西部同連合枇2泊→日月運1泊→阿田山1泊→轟櫨1泊→台北1泊

開会式終了後、台湾西部の主要地をじっくり味わう余裕のある日程です。青磁と
台北の移動は新幹線のグリーン車を利用し、約1時間半の賀沢な旅となります。
時間が栴せば、白雨近郊の烏山頭水庫(八田ダム)の見学も予定しています。

4旧,

全島周遊台北1泊→日月運1泊→圃真山1泊→喜櫨1潰→硯1泊→割き2泊

台北を拠点として、台湾の主要地を全て味わうことができる大旅行です。

強をしておかれますと、より深く味わうことができます。
※お遊び頂いたホテルにより、料金が変わります。

※6/1

-部新

幹線を体験していただき、名館阿豊山を含む台湾周遊8日間の旅は、他社でも義
多に企画されていない台湾全体を浦項できるツアーです。事前に台湾全体の勉

6(水)に開催される閉会式への参加をご希望の方は、台北で延泊することも可能です。

各地方都市の発着便も承りますので是非お問合せください。

声-8月号の威想

︻対象記事︼

﹃友﹄を読んで︑﹁この原稿を書いた人に工Iルを送りたいー・﹂

﹁感動した﹂﹁知らなかった﹂などの感想︑﹃友﹄そのものに関

銭夫

全農地強・新クラブ結成誰進

雄博

大人の着こなし図鑑②◇スラックス

︻対象能事︼

︻対象記章︼

渡辺康一郎

鹿瀬

明正

成田RC

諸岡

靖彦

哲

に感銘︒友愛の広場では︑新型コロナ

︻惑恕︼私の一冊の結びの言葉﹁成
功に定石は無いが︑失敗にはある﹂

門川RU

赤澤

始

れました︒下関北RC

岡本

禍での活動やエピソードに心慮やき
文夫

ハイデツガIが著書﹃存在と時間﹄
で用いた﹁世界内存在﹂が︑岡倉天

て驚いた︒

フレーズだったとあり︑初めて知っ

心による荘子の﹁処世﹂の英訳した

P9)/最愛の広場(織p12˜16)

平塚RC・鈴木成-氏の私の-冊(繊

︻対象記事︼

たくさん良い所があります︒
石岡87RC 島田

︻感想︼都道府県別の魅力度ランキ
ングで最下位常連の茨城県ですが︑

という鳩のほたるき﹂(縦P4˜8)

スピーチ◇茨城大学名誉轍授・小泉
書跡氏の﹁岡倉天心の峠摸点 五滴

︻対象記章︼

たいと思いました︒

た︒機会をつくって︑五浦の海を見

︻感想︼六角堂に表される岡倉天心
の天才的な美への能動的センスと構
想力︑そして行動力に魅せられまし

という場のはたらき﹂(縦P4˜8)

スピーチ◇萩誌大学名筆数授・小表
書弥氏の﹁岡倉天心の脆拠点 五滴

(槙P32˜まう)

︻惑恕︼ ロータリIに関すること以
外の記事で︑少しボツとします︒も

うちょっとロータリー以外の記事が
大月RC

あっても良いと思います︒

︻対轟記事︼

K・R・ラビンドラン氏が

工バンストン便り◇口-タリー財団嘗
理要員曇からのメッセージ(横P舶)
︻感想︼

に挙げて︑﹁課題﹂と﹁問題﹂ の違

ミツバチとスズメパチの関係性を例

高砂青松RC

︻対象記事︼

た︒

いを述べており︑それが印象に残っ

かった(標p1ま˜17)

ウイルス感染症の影響を受けつつ

︻感想︼全世界に広がる新型コロナ

世界が止まっても︑彼らは止まらな

○エ椅くくOR○○S一〇で1[P↓エ細く9一口≡﹂

︻対象記蓉︼

クラブの会員たちと話し︑友情の輪
を広げていけることが楽しみです︒
岡山束RC 荒川 謙三

︻感想︼皆さん素晴らしいです︒私は︑

そしてその魅力(横p7˜11)

月間◇私がロータリーを続ける躍由一

常葉

︻対象記事︼

するご意見などを紹介します︒

最後に示されたポール・ハ

R-会員メ ッ セ ー ジ ( 横 P 3 )
︻感想︼

リスの言葉﹁時には革命的に⁝⁝﹂

について︑今がまさにその時です︒
口IタリIの中核的価値観を守りつ
つ︑変化を取り入れ︑より強固な存

品川

在となるた め ︑ 口 - タ リ I は 機 会 の
扉を開きま す ︒ そ れ こ そ 無 限 に !
宮山みらいRC

︻対象記章︼

も︑困難・危険を顧みず使命を遂行
している口-タリアン︑ローターア
クターの言葉に感動しました︒
倉吉中央RC 佐々木散票

ゴ ・ 高 二 雪 o 軍9S○○でP易9.一雪面く9○○≡﹂

常葉 会員増強・新クラブ結成誰遣
月間◇私が口-タリーを続ける理由︑
そしてその魅力(構p7˜11)/

スピーチ◇茨城大学名誉職授・小農

大人の着こなし図鑑②◇スラックス
(標p32˜33)

︻惑恕︼ジャケットを着る機会が減

龍

︻感想︼ドイツの哲学者︑マルティン・

世界が止まっても︑彼らは止まらな

永子

︻対象記事︼

雷強度の﹁岡倉天心の腰摸点 五滴
という塙のほたるき﹂(擬P4˜8)

かった(横p 1 ま ˜ け )

︻感想︼新型コロナ禍の中で︑ロー

作田

タリアン︑ローターアクタIがどの
ようにモチ ベ ー シ ョ ン を 保 ち ︑ 使 命
感を持続さ せ て い る の か ︑ そ の 参 考
となる記事だったと思います︒
塩尻北RU

戸畑東RU

る夏︑スラックスをスマートに着こ
なすための参考になりました︒

お名前︑クラブ名︑連絡先を付記しお送りください﹁詳細は投稿規定または﹃友﹂ウェブサイトで!

●本文200学以内っ本文とは別に︑対象記蜜名(例∵ノ﹂月号﹁友愛の広場﹂︑し○さんの記事)と

〈重囲与与

ロータリーの友

令和2年11月号

感想

ロータリーアットワーク

「子午線の旅」のホーロー製レプリカの除幕

市から︑南は和歌山市の友ケ島まで︑
東経135度の子午線が通る各市の標
識や名所が独特の優しいタッチで描か
れています︒
式典では大森誠司会長︑成田晴義70

周年委員長や地域の人々の手で︑末永

くこの地で親しまれることを願って除
幕︒その後は︑隣接する楠本神社で親
睦を兼ねた食事会と︑同天文科学館の
井上毅館長に﹁時のまち明石﹂をテー
マ に 講 演 し て もらいました︒同施設の

プラネタリウムが日本で最も古いこと
や︑明石にまつわるさまざまな話を聞
き︑改めて明石が自慢できる郷土であ
ると感じることができました︒

当初は子午線が通る各市のクラブに

呼び掛け︑﹁子午線のまち友好ロータ
リークラブ協議会﹂ の創設を目指して

式典も計画していましたが︑新型コロ

ナ禍により︑やむなく中止としました︒

(暗野義就・記)

今後︑機会があれば再度計画したいも
のです︒

アートマスクで
コロナ禍での支援
金沢杏林坊ロータリークラブ

ジ工クトです︒

当クラブではこの事業に賛同し︑支

援として︑会貝が個々にお金を出し
合ってアートマスクを一括購入しまし
た︒例会などでアートマスクを着用し
ている会員も多く︑医療従事者への感

謝の気持ちを共有することができまし
た︒

工芸協会が﹁アートマスク・プロジェ

施設の人たちを支援しようと︑金沢市

医療従事者や仕事の激減した就労支援

新型コロナ禍での過酷な業務に励む

ついて報告しました︒市長からは﹁こ

訪問︑山野之義市長にプロジェクトに

長左衛門副理事長と共に金沢市役所を

金沢市工芸協会の中川衝理事長︑大槌

四十方谷正久会長と村本暢之幹事が︑

と喜んでいただきました︒

表者に手渡すと︑﹁ありがたいです﹂

有効利用してください﹂と各施設の代

また︑8月1之日には当クラブの

クト﹂を実施しました︒

のような活動からは非常に力をもらえ

第2610地区・石川県

具体的には︑同協会に所属する著名

るし︑市として側面から支援していき

して交流を深めています︒

5日

後も互いのクラブの周年時には行き来

に友好クラブの締結をしました︒その

たことがきっかけで︑80年3月1

が花蓮RCの会員と同じテーブルだっ

選出きれた分区代理(ガバナー補佐)

国際大会が開かれた際︑当クラブから

花蓮RCとは︑1978年に東京で

な工芸家たちがマスクの絵柄をデザイ

(小倉悠治・記)

たい﹂と感謝の言葉がありました︒

会員たちもアートマスクの販売に協力

ン︒それを就労支援施設が縫製︑完成

したアートマスクを販売し︑収益金を

医療関係団体に寄付するというプロ

友好クラブから託された
ロータリー愛
安芸口-タリークラブ

染症の猛威に神経をすり減らす中︑他

今︑世界中が新型コロナウイルス感
台湾の友好クラブである花蓮RCか

国への惜しみない援助を実行した花蓮

第2670地区・高知県

ら﹁奉仕活動に役立ててほしい﹂とマ

RCには感謝とともに︑〃ロータリー

のようなものを感じました︒この

スク1000枚が届き︑当クラブが調

愛〃

状況が一日も早く収束し︑穏やかな日

達した消毒液48本を合わせて︑1月29

日に安芸市社会福祉協議会と市内の高

常が訪れることを願ってやみません︒

(中川彩子・記)

0団体に

齢者・障害者福祉事業所など1

寄贈︒清岡豊会長から﹁日々の業務に
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ロータリーの友

与6〈二三回

鞘野卑さ
盤〇十AfまlA丁WO鍬K

友好クラブからの支援品などを必要とする施設へ

ロータリーアットワーク

毎月1回の学習会が
500回を迎えました
鹿児島西口Iタリークラブ
第2730地区・鹿児島県

当クラブで1978年8月24日から
毎月開いてきた﹁学習会﹂が︑8月8日︑

つ い に 与 0 0 回を迎えました︒当日は

記念学習会として︑前国際ロータリー
(R-)理事の三木明氏を招き︑﹁温故

若手の会員からも質問というより感謝

日本のロータリI100周年︑

新 た な 1 0 0 年へ向かって﹂と越して

の発言があり︑終始和やかな講演会と

知新

講演していただきました︒

の会員が一堂に会

0クラブに達したのを機に︑系統

らにその子クラブとして誕生したクラ

られての講演でしたが︑日本のロータ

定し︑全員マスクを着用︑パネルで遮

新型コロナの影響で︑参加人数を限

なりました︒

ブが1
(造語です)

以前には︑当クラブを親として︑ざ

クラブ

する初の試みとして︑4与0回時に拡

ブ創立00周年に向け︑ビジョンを考え

る温故知新の機会となりました︒とこ

リー100年から学び︑2年後のクラ

地区大会にR-会長代理として来られ

ろで︑全員マスクでの諦念撮影は前代

大学習会を計画しました︒その際には︑

ていた第2770地区の中村輯治PG

未聞の出来事でした︒

にて︑児童養護施設の卒園者を対象に

8月17日︑板橋区文化会館の会議室

第2与80地区・東京都

東京板橋セントラルロータリークラブ

児童萎護施設卒園者の
自立サポート

(大山康成・記)

を迎えて﹁元気なクラブのつくり方﹂

を学習し︑盛り上がったという経緯が
あります︒

今回は風呂井 敬 ガ バ ナ I を は じ め 地
区役員︑それに系統クラブ会員︑ロー

ターアクタIも参加して午後6時開
会︒川畑宏二会長のあいさつに続き︑
当クラブの山下鑑三PGが︑三木氏を

紹介︒講演後は在籍的年の古豪会員︑

タブレット端末の贈呈し︑その活用法
をレクチャーしました︒これは施設を
旅立つ若者の情報リテラシー向上をサ

ボI卜するための事業で︑当日は新型

コロナウイルス感染症予防の観点か

ら︑卒園者代表︑児童養護施設の園長︑

板橋区子ども政策課長︑板橋区子ども

の貧困対策担当と当クラブの会長︑幹

事︑社会奉仕委員長に出席者を限定し
て開催しました︒

会長あいさつの後︑卒園者代表と児
童霊謹施設の園長にタブレット端末を
寄贈︒卒園者代表からお礼の言葉があ
り︑園長からは﹁児童養護施設やその

も役に立つことを願っています︒

(茂木正光・記)

創立70周年記念車業で

卒園者のことを知っていただくことが

社会的にも大切﹂というコメントがあ

地元ゆかりの作品レプリカ

明石口-タリークラブ

りました︒

タブレット端末利用のためのレク

た︒さまざまな情報の検索の仕方︑イ

る東経13与度の子午線が通る明石市

当クラブは︑日本標準時の基準とな

第2680地区・兵庫県

ンターネット上の動画視聴や搭載カメ

にあります︒今年1

いて︑実際に使いながら解説しまし

チャーでは︑基本的な操作や機能につ

ラといった楽しめる機能についても説

に相談するときのノウハウ︑インター

律などの分野で因った場合︑公的機関

ロI製レプリカを寄贈︑8月26日に除

きんが措いた絵画﹁子午線の旅﹂のホー

学館に明石市在住の彫画家・伊藤太一

て開館00周年を迎えた明石市立天文科

0月にクラブ創立70

明しました︒

周年を迎えるに当たり︑記念事業とし

ネット上でのリスク (ウイルスメール

幕式を開きました︒

また︑仕事面やメンタル︑健康︑法

の受信や危険なサイトへのアクセスな

﹁子午線の旅﹂

で︑北は日本海に画した京都府京丹後

は2011年の作品

ど)を回避するコツなども話しました︒

今後︑卒園者の自立にに向け︑少しで
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ー写.鱗醜繍

ついに500回を迎えた「学習会」

タブレット端末の使用法をレクチャー

ロータリーアットワーク

RO￣「A手沼A丁WORK

3回の大会に選手として出場し︑今で
は主催者側のロータリアンです︒

近年は少子化で出場者が減少傾向に
ありますが︑42年続く地域に根差した

事 業 で あ り ︑ 地域の人たちや生徒たち
に望まれている限り︑当クラブの青少

(篠原啓二記)

年奉仕事業の一つとして続けていきた
いと思っています︒

鹿児島大にクラブ誕生
産学官の連携に期待
第2730地区
鹿児島県・宮崎県
7月6日︑地区で68番目の新クラブ︑

鹿児島大学アカデミーRCの認証状伝
達式が開催されました︒当日は︑新型
コロナ禍に追い打ちをかけるような豪

雨のため︑電 車 は 運 休 ︑ 道 路 は 寸 断 ︒

害鳥健一郎直前ガバナI︑風呂井敬が

いよいよこれからが本番︒地域貢献と

閉会の点鐘を打つ岩井会長︑さあ︑

国際交流という新しい理想を目指すク

クラブの特性を生かし︑産学官が連携

で︑大学教員や企業経営者が在籍する

は﹁国立大学である鹿児島大学の主導

手渡しました︒これを受けて岩井会長

を読み上げ︑新クラブの岩井久会長に

の会社を営む中村会員は︑度重なる失

員の講演に耳を傾けました︒建築工事

ライフ代表取締役を務める中村勝治会

タリアン‖人が参加し︑(樵)ナレッジ

会員企業の社員8人︑大学生1人︑口-

回目となる﹁新風会﹂を開きました︒

当クラブは6月28日︑前年度中で4

は懇親会を開き︑講師と参加者同士の

計4回開き︑延べ的人が参加︒講演後

代表取締役会長の山本善政氏を招いて

氏︑(株)ハードオフコーポレーション

新潟日報社代表取締役社長の小田敬三

員︑外部講師として新潟南RC会員で

(孫型氷・話)
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バナIともに欠席する中︑地区拡大委
員長の川原篤雄バストかバナI(PG)

ラブに期待が集まります︒

潔尾兼好・紀)

して地域の問題に取り組むとともに︑

(持続

第2与60地区・新潟県

新潟束ロータリークラブ

人材育成に︑新しい風を

(鹿児島西RU

がガバナー代理を務めました︒

密を避けるため登録者を限定し︑検
温とアルコール消毒を行い︑全員マス

ク着用で約的人が参列︒新クラブ開設
アドバイザIの海江田順三郎PGの感

極まった表情の点鐘で始まり︑クラブ

海外のロータリアンとの交流も深め

敗を乗り越え︑国連のSDGS

創立までの経過報告︑川原氏が認証状

る﹂とあいきっ︒続いて︑新クラブ会

交流を図っています︒

クラブでは新風会を会員増強の場と

可能な開発目標) に沿った経営に取り

組みながら︑﹁人︑まち︑地球にやさ

入会者1与人のうち3人が︑入会を決意

しても活用しています︒参加者にロー

新風会は前年度︑安藤幸夫会長(当

したきっかけが新風会でした︒新型コ

しい家﹂を造る住宅業界のパイオニア︒

時)時に復活させた人材育成プロジェ

ロナ禍によって生活様式が大きく様変

タリI活動の意義を理解してもらうこ

クトです︒次世代のり-ダI育成を主

わりしたからこそ︑対面式のリアルな

その語りには説得力があり︑参加者は

な目的に︑就職活動中の大学生や︑前

学び・交流・親睦の大切ををかみしめ

とで︑入会を促しています︒前年度の

向きで発展途上の社員などを︑会員の

の扉を開いていきます︒

て︑多くの若者に口-タリーへの機会

ます︒今年度は新風会を一層盛り上げ

越(株)代表取締役会長の野沢慎吾会

前年度は中村会員の他︑セコム上信

推薦を基に招いています︒

大いに勇気づけられました︒

員の37人を舞台で紹介しました︒

地元の大学を中心にロータリークラブを創立

2020

ロータリーの友

58〈ニ…丑

第42回を迎えた恒例のソフトテニス大会

会員増強にも活用される「新風会」

ロータリーアットワーク

継〇十ARYA丁WO鱒K
的な就職活動が開始されるこの時期︑
毎 年 学 校 か ら の依頼を受け︑会員が面

接官となって模擬面接を行っていま
す︒自らの会社で社員採用や人事を担
当している会員たちは︑基本的な受け
答えや態度をチェックしつつ︑本番さ

ながらの質問を投げかけ︑厳しいなが
らも思いやりあふれるアドバイスを送
ります︒先生たちが注意してもなかな
か改善ざれない髪形や服装なども︑こ
の面接指導により一変する︑と聞きま

した︒どの生徒も将来をかけて真剣
に︑緊張感を持って模擬面接に臨んで

お り ︑ 学 校 関 係者からは高い評価を得
ています︒

今回は会員8 人 が 面 接 官 と し て 協 力

0分弱の個人

し︑1日日は4˜5人ずつの集団面接
を︑2日日は1人当たり1

面接を︑同校応接室や小会議室など4

会場に分かれて実施しました︒新型コ
ロナ禍の中ですが︑今年は例年より若
干多い約与0人が就職を希望していると

のこと︒この体験が生かされ︑厳しい

社会情勢の中でも良い結果が出ること
を期待してやみません︒
(新井みゆき・記)

清水善道ゆかりのコートに
ベンチを寄贈
高崎シンフォニーロータリークラブ

地で記念事業が行えたのは︑意義深い

ことだと思っています︒(金子秀陸・記)

42年続く

中学生ソフトテニス大会

常陸太田ロータリークラブ

第2820地区"茨城県

新型コロナ禍とあって︑常陸太田市

体育協会ソフトテニス部と念入りに感

染予防対策を施しっつ︑8月29日に第

杯中学生ソフトテニス大会﹂を開

俄回﹁常陸太田ロータリークラブ(R

C)

100年前の1920年6月︑日本

日本人選手でこの快挙を遂げたのは︑

オープンではベスト8に進出︒その後︑

﹁工IスをねらえI﹂ の放映を機に全

活動を始めます︒1922年の全米

初の口Iタリークラブが産声を上げる

92年後の錦織圭選手です︒清水氏の

国的なテニスブームが起こり︑中学校

第2840地区・群馬県

4カ月前︑イギリス・ウインブルドン

世界ランキングは1920年に9位︑

きました︒

選手権のテニスコートに立っていたの

試合中︑相手選手が足を滑らせたのを

者への挑戦権決定戦) の決勝に進出︒

は︑チャレンジ・ラウンド (前年優勝

面が整備され︑うち4面にはナイター

インコートを含むセミハードコート21

プンしました︒約1000人収容のメ

スコートが今年7月自白︑当地にオー

の協力を得て︑﹁薬物乱用防止やアン

スタート︒与年前からは市の薬剤師会

リIすれば全員が参加できる大会﹂を

ブでは﹁˜2年生を対象に﹁エント

きなかったものです︒そこで︑当クラ

大会にはレギュラー選手以外は出場で

した︒当時は部員の数が多く︑公式な

の部活動でもテニスの人気が高まりま

今から的年以上前にテレビアニメ

が清水善道氏(1891˜1977)

見て︑ゆっくりと返球し︑﹁やわらか

照明などが備わり︑クラブハウスには

さて︑この清水氏の名を冠したテニ

なボール﹂として︑そのスポーツマン

清水氏の質料も展示されています︒

事業として︑この施設内にベンチ1

長年継続しているため︑かつてこの

チドーピング﹂の教育・啓発ブースを

制中学時代に軟式テニスと出合いま

を寄贈しました︒日本のロータリI

大会に出場したという生徒の保護者が

当クラブでは7月31日︑創立2与周年

す︒東京高等商業学校(現・一橋大学)

創立100周年の年にオープンした︑

いるのです︒ちなみに私も第2回と第

たくさんいます︒親子2代で参加して

併設して開催しています︒

に進むと庭球部に入り︑主将を務めて

100年前のウインブルドンの記憶を

6台

います︒卒業後は一一一井物産に入社︑イ

つなぐコートです︒テ一一スの新たな聖

清水氏は現在の高崎市に生まれ︑旧

シップをたたえられた選手です︒

でした︒日本人として初出場の清水氏

21年に4位でした︒

新設のコートに、真新しいベンチを寄贈

ンドに駐在し︑硬式テニスに接し選手
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2日日は10分弱の個人面接を体験

ロータリーアットワーク

A丁WORK
口-クリークラブと地区の活

く取り上げられました︒

(森田昭雄・記)

高校生諸君!
本番に向けて頑張れ!

敦賀口Iタリークラブ

て︑貝殻を砕いた節親で下地を塗り︑

乾燥後に﹁はこた人形工房﹂の協力を得

に行いました︒来春︑就職を希望する

会を実施しており︑今年度も8月1

用選考解禁を前に就職希望者模擬面接

当クラブでは毎年︑高校生の就職採

答えて﹂ ﹁質問に対して自分の言葉で

第26与0地区・福井県

その上に墨と絵の具で顔の表情や衣装

生徒(敦賀気比高校から邦人︑敦賀高

簡潔に答えた方がいい﹂といった助言

などについてアピール︒面接官からの

間々高校3年生のうち就職を希望する

当クラブは8月20˜21日︑地元の大

面接官は各生徒への話評で﹁言葉に

トクラブのスポンサーでもあり︑本格

当クラブは大間々高校インターアク

NO.11
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ないのが特徴です︒その復元の過程と
して︑①﹁倉吉博物館﹂所蔵の実物の型

を基に﹁鳥取県産業技術センタI﹂の技

て樹脂で型枠を制作︒②当地立神焼﹂

術支援を受け︑3Dプリンターを使っ

を超える場合など︑編集させ

の窯元の協力を得て︑型枠の中に地元

劇を紹介︑eOO字以内︒字数

ていただきます︒関連写真が
あれば添付してください︒

の粘土に和紙を溶かした繊維を混ぜた

を描いて乾かし︑人形を完成︒④木製の

0月からの採用

土を詰めて人形の生地を制作︒③自然

台座は︑現存する台座の色調を参考に︑

校から的人)が参加︑1

8日

同人形工房で彩色してもらいました︒

をしていました︒この経験を糧に︑1

会員や会員企業の人事担当者16人が

﹁好きな学科は﹂ ﹁最近気になる一一ユー

生徒を対象として︑1

第2840地区・群馬県

桐生西ロータリークラブ

準備は万全に
コロナ禍での模擬面接

(上嶋啓芳・記)

0

試験に備え︑社会人のマナIや面接の

らよしフィギュアミュージアムで7月

この倉吉土天神は地元の円形劇場く

月からの就職活動本番で︑希望する企

鳥取県中部で は 江 戸 時 代 か ら ︑ 3 月

2之日にお披露目し︑9月30日まで展示

は新型コロナウイルス感染症予防のた

2人1組で面接官を務めました︒今回
め︑面接官役はフ工Iスシールドとマ

スクを着け︑生徒との閲には透明の
フイルムを設置しました︒生徒は礼儀

正しくあいさつし︑緊張した面持ちで

スは﹂といった質問に︑懸命に答えて

面接を行いました︒

詰まっても最後まで大きな声で堂々と

8回目となる模擬

いました︒

自己紹介や志望動機︑部活動での活躍

業に採用されるよう祈っています︒

心構えを学びました︒

3日の初節句に︑女の子のためのおひ

されました︒また︑一一ユースでも大き

倉吉土天神は全国の天神人形の中で

を復活させました︒

力を得て︑令和の時代に﹁倉吉土天神﹂

の伝統文化に関わる多くの人たちの協

金を活用し︑現代の技術を使い︑地域

ました︒そこで︑当クラブは地区補助

がなくなり︑制作者も途絶えてしまい

ろが︑昭和30年代には当地でその風習

業成就を願って︑母親の実家から土天
雅が贈られる風習がありました︒とこ

菅原道真公にあやかり男児の成長と学

なさまと同様︑男の子にも学問の神様・

第2690地区・鳥取県

倉吉ロータリークラブ

倉吉土天神
復活プロジェクト

爵O丁ARY文輔
もサイズが大きく華やかで︑焼き上げ

地域の風習、倉吉土天神を復活して展示
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感染予防も万全に、本番さながらの模擬面接

ロータリーアットワーク

輝く笑顔椎進キャンペーン
(八戸西RU)

第2830地区

算2820地区

茨

青

大人と子どもが互いに声を掛け合い︑
子どもたちにあいさつする習慣を身に
付けてもらおうと︑会貝が運営する特
別支援学校であいきっ運動を行った︒
この運動はクラブ創立時から続けてお
り︑今回で4年目︒例会ではあいさつ
のために手話の勉強もしている︒今年
度は新型コロナの影響で︑感染防止の
ためマスクを善用し︑三密を避けての
参加となった︒
(8月24˜28日

森県)

タイの小学生に思い出の
ランドセル寄贈 へ結城RC)

(7月25日

地元小学校の卒業生が寄付してく
れた思い出のランドセルをタイの
小学生に寄贈した︒地区独自の国
際奉仕共助プログラム﹁この指と
まれ﹂を利用し︑地区内1 3クラ
ブ︑さらに現地の友好クラブ・パ
トムワンRCと︑チャイブラカー
ンRUの支援で実施︒新型コロナ
禍で訪問はできなかったが︑児童
の様子を写真で見て︑事業の成功
を確 信 し た ︒
城県)

大牢田市内3クラブで災害轄損金
大隈のクラブからも

(大牟田・大牢田北・大牟田南RC)

7月6日︑大牟田市は未曽有の豪雨に

よって各所で床上・床下浸水の被害を受
けた︒避難生活を余儀なくされた多くの
市民に手を差し伸べようと︑大牢田市内
の3クラブは合同で大牟田市長に義援金
を手渡した︒SNSで猿害を知った大阪
府のくずはRCの会員からも多くの浄財
を頂き︑同3クラブの会員みんなで感激
を分かち合った︒
(8月1 7日 第2700地区
福岡県)

子ともたちの学習環境づくり

(京都イブ一一ングRC)

子ども食堂で勉強している子どもたちの
ため︑空気清浄機や空間除菌脱臭機︑タ
ブレット端末を寄贈した︒当初︑新型コ
ロナに対応するため3月に寄贈する予定
だったが︑外国製部品の調達の遅れもあ
って品物が届かず︑与力月遅れでどうに
か寄贈できた︒子ともたちが安心して勉
強できることを願っている︒
京都府))
(8月20日 東26与0地区

ください︒記念写真(集合写真)は掲載できません︒

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字種度の説明文︒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
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フェンシング審判器寄贈
(沼津北RC)

と︑クラブ創立00周年記念事業

沼津市が推進するフェンシング
を通じた町づくりに貢献しよう

としてフェンシング審判器2台
を寄贈した︒寄贈式では︑市長
やフェンシング日本代表の選手

が集い︑寄贈ざれた審判器を

第2620地区

使ったデモンストレーションを
実施︒会場から大きな拍手が湧
(7月19日

いた︒
静岡県)

公園で清掃奉仕
(松浦RC)

会員2う人で︑松浦児童遊園の除草

作業を実施︒当クラブでは︑毎年
例会を利用して市内の観光施設や
公園などの清掃を続けているが︑
新型コロナウイルス感染症拡大の
影響で例年より開始が遅れ︑今年
度初めての活動となった︒会員ら
は斉をタオルで拭いながら︑草刈
り機や鎌などで︑雑草や藤棚など
に絡んだつる草を刈った︒
(8月与日 第2740地区 長
崎県)

(広島北RU)

豪雨災害の復興支援

第2710地区

7月の轟雨で被災した︑熊本県
人吉市の人吉中央RCに対し︑
災害支援物資として防じんゴー
グル︑防じんマスク︑アルコー
ル消毒液︑冷却スプレIを発送
した︒支援物資は︑人吉中央R
Cから第2720地区の ﹁街な
か支援物質拠点﹂に持ち込まれ
被災者に届けられた︒被災地の
一日も早い復興を心から祈って
(7月31日

いる︒
広島県)

児童萎穫施設に扇風機を
寄贈
へ大宮西RC)

養護施設に扇風機を28台寄贈し

熱中症対策として︑市内の児童

た︒何か子どもたちのために協
力できることはないかと施設職
員と話し合い︑夏の猛暑に備え
て各部屋に扇風機を設置︒早速︑
電源を入れて涼んでいた子ども
たちの笑顔が印象的だった︒
(8月与日 算2770地区

埼玉県)

NO.11
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日米姉妹都市﹁平和のベル﹂
プロジェクトに参加(島田RU)
広島・長崎に原爆が投下された各日時
にベルを鳴らす﹁平和のベル﹂プロジェ
クトに︑姉妹都市であるアメリカ・リッ

時間の午前8時1

5分に00秒間のハンド

チモンド市のクラブから誘われて参加
した︒8月6日︑リッチモンドRCの
会員たちが地元の公園に集まり︑日本

(第2620地区

静岡県)

ベルを鳴らした後︑大きな鐘を鳴らし
た︒当クラブは同時刻︑市内の寺院で
読経および黙とうを行い︑死傷者を弔
い世界平和を願う気持ちを共有した︒

ロータリーの鉾がつなぐ
災害復興支援
(須賀川RC)

物資は昨年1

0月の台風1

9号により須賀川

7月の豪雨で被害を受けた熊本県の人吉
市社会福祉協議会に︑当クラブが送料を
負担して︑須賀川市社会福祉協議会提供
の水はけブラシや幅の広いデッキブラシ
などの支援物資を届けた︒これらの支援

市内が大きな被害を受けた際︑姉妹クラ
ブの高槻束RCを中心とした大阪府のク
ラブから寄せられていたものの一部︒高

福島県)

で︑各クラブが橋渡し役を務めた︒

槻束RCが人吉RCと親交があった縁
(7月14日︑第2530地区

地元消防署と医師会に
防穫服を寄贈
(甘木RC)

甘木・朝倉消防本部と朝倉医師会
に︑防護服をそれぞれ1000着
ずつ寄贈︒消防署では︑発熱患者
を搬送するたびに︑3人の救急隊

員が防護服を着用する必要があ

り︑慢性的に防護服が不足してい
るということで︑大変喜ばれた︒
贈呈式の様子は地元の新聞などに
掲載きれた︒
(8月1 8日 東2700地区
福
岡県)

熊本市両区の小学校へ
消毒液贈呈
(熊本西南RC)

本市南区の全小学校21校に︑アル

青少年奉仕活動の一環として︑熊

コール消毒液を寄贈した︒区内の
小学校で行われた贈呈式には︑学
校長や区長︑市議会議貫が参列︒

クラブ会長から熊本市P丁A協議
会会長に目録を贈った︒学校長か
らは﹁2学期も子どもたちの安心・
安全に努め︑感染予防に役立たせ
ていただきます﹂と感謝の言葉を
もらった︒
(8月27日 算2720地区
熊

本県)
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(柴田RU)

小学生と
昆虫ふれ合い教室
町内の小学生104人に︑カブ

トムシのオスとメス120組

第ワニ⊃20地区

を︑飼育ケースと餌と共に贈っ
た︒例年︑カブトムシが丸太を
登る速さを競う﹁相撲大会﹂を
行ってきたが︑新型コロナウイ
ルスの影響で中止︒今回は﹁昆
虫ふれ合い教室﹂と称し︑カブ
トムシの飼育を通じて自然環境
について考えてもらう機会とし
た︒
(7月1 6日

宮城県)

サーモカメラを贈呈
(熊本中央RC)

コロナ禍で来院患者の体温計

測の仕事が増え︑看護師の負
担が増えたと聞いた︒少しで
も作業軽減に役立てられれば
との思いで︑社会奉仕活動の
一環として熊本市民病院に

(8月6日

第2720地区

サーモグラフィーカメラを寄
贈した︒
熊本県)

(観音寺RC)

病院に自動体温測定
装置を寄贈
クラブ創立00周年記念行事

の一環として︑地域の感染

症指定医療機関に非接触

速︑病院玄関入り口と救急・

サーモグラフィードーム型
カメラとAI体温測定顔認
証端末一式を寄贈した︒早

夜間入り口に設置され︑通
行する人の検温に大活躍し
ている︒贈呈の様子は地元
新聞にも掲載ざれた︒
第2670地
香川県)

(7月22日

区

疫病退散祈願花火

(勝浦RC)

新型コロナウイルスの収束
を願い︑その感染防止対策
などで不自由な生活を続け

る人たちを元気づけよう

第2790地

と︑疫病退散などが起源と
ざれる花火の打ち上げを計
画︒県内の花火工場の協力
を得て︑午後8時から勝浦
市の中央海岸で花火を打ち
上げた︒次々と咲く大輪の
花に︑集まった市民らが見
入っていた︒

千葉県)

(8月29日

区

NO.11
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これで介護も軽やかに
介護用支援機材を寄贈

第2840地区・群馬県

高崎南・高崎セントラルロータリークラブ

高崎南RUと高崎セントラルRCは︑今年度の地区補助金事

業として﹁特別養護老人ホームの入居者ならびに介護職員のた

めの介護設備向上の支毅事業﹂を計画しました︒両クラブの例

会の卓話で︑地域の介護施設の施設長から介護業務の厳しい現

状を聞いたことが発端です︒会員が実際に施設を訪ね︑業務軽

減のために役立てられそうな︑何か新しい機器があるかを介護

職員に尋ねた結果︑荷物の持ち運びの際に︑腕と腰を補助する

アシストスiツや高機能エアマット︑線徹を検知するセンサー

マットといった候補が挙がりました︒両クラブでそれら要望の

あった備品を寄贈することを決めました︒

8月19日の寄贈日には︑入居者と隣接する保育園の園児︑そ

れに会員も含めた世代間交流会を開く予定でしたが︑新型コロ

ナウイルス感染症の影響で︑介護施設への関係者以外の立ち入

りが禁止され︑中止となりました︒そこで︑その費用を感染症

対策のためのフェースガードや︑医療用ガウンの購入に充て︑

先に決めた機材と一緒に︑両クラブの会長・幹事だけで︑施設

の玄関先に支援品を届けました︒

寄贈したスーツを早速着た女性職員がペットボトルの入った

段ボール2箱を軽々と持ち上げる姿に職員の皆さんはもちろ

ん︑本人もピックリ︒スーツの効果に期待が高まっている様子

でした︒その後も施設への訪問はかないませんでしたが︑両ク

ラブ例会の卓話に施設長が訪れ︑支援品の活用状況を写真や動

画で紹介してくれました︒その様子から︑入居者と介護職員に

花井好機・記)

喜んでもらえていると実感できる活動となりました︒

(高崎南RC

〈団6与
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ルセン公園﹂︑有馬記念で有名な﹁中山競馬場﹂︑

2人と談笑している︒﹁テル﹂ さんもショート

イの利用者さん︒今日は小学校6年間の同級生

ステイの利用者さん︒﹁マサイ﹂さんは特別養

Bリーグ﹁千葉ジエツツふなはし﹂などがあり

ます︒地元に親しまれた活動とともに︑今後も

護老人ホームの入居者さん︒93歳の同級生3人

②第2790地区初の女性ガバナー補佐と
して︑鎌ヶ谷RC・徳永昌子ガバ ナ ー 補 佐 ( 第

地道ながら︑四つの新しい ﹁風﹂を有効に取り

飲食業)

にも声掛けである︒

なんと4

その﹁マサイ﹂さんが助け舟を出してくれた︒

-

母娘2代にわたるス

﹁トヨ﹂﹁トミ﹂﹁ビデ﹂﹁ヨシ﹂さん

人は﹁豊臣秀吉﹂さん!

ケールと天命︑いや﹁大名﹂ の実話である︒

﹁トミ﹂さんの総入れ歯は前歯金冠のアクセ

ント︒田舎の見合いか結婚式か︑盆か正月か︑

それにしても︑世の男性陣はどうした?

NO.11

VO」.68

摂子ガバナー(勝浦RC) の誕生︒

2グループ/船橋市︑鎌ヶ谷市) の誕生︒

千葉県

くりと談笑を弾ませる︒お風呂に向かう車いす

が︑中庭の桜の下の草花のつぼみの前で︑ゆっ

(第2790地区

白根竹内一組

特別養護老人ホームの
平穏な日々
同

クラブとして活動していきたいものです︒

入れて︑創立65年目の節目に新しいロータリー

③創立65年目にして初めての女性会員︑久保

田由知子さんが入会︒

④長い間︑会員の構成年号が昭和でしたが︑
創立65年目にして初めての平成元年生まれ会
員・金子雄司さんが入会︒

船橋RCは︑地区で4番目︑全国では161

番目となる昭和00(1955) 年 に 創 立 ︒ 会
員32人のうち︑最高齢会員は昭和一桁(昭和7

年)生まれから平成元年牛まれまで︑57歳の差

ご祝儀としてセットしたのだろうか︒昔はよく

日にしていたのに︑いつのまにか廃れてしまっ

俗忘雑事﹂ の気分でお読

みいただきたい︒かつてバストガバナーにも別

た︒手の甲を口元に添えて控えのしぐさだった

時には﹁暫時放閲

創立当時の船橋市総人口は‖万5000人

立会員にもご利用いただいた特別養護老人ホー

があります︒会員の平均年齢は︑59・5歳︒

弱でしたが︑今では約64万人で︑千葉県の中核

が︑理事長の私が歯科医と知ると︑笑顔は無防

備になった︒聞き耳を立てる周りも談笑がうら

と語りたかったに違いない︒が︑周囲の反応に

ロータリアンは背広にネクタイで立派に見える

やましそう︒笑顔に輝く金歯がオシャレだった

機転を利かせたこのご長寿は﹁次女の妹﹃ヒデ﹄

が︑その他の皮は急に﹁見えない﹂﹁聞こえない﹂

5日生まれの93歳︒

は⁝・﹂と︑私を見つめながら︑自分の一族披

でしぼむばかり︒﹁界・門・綱・日・科・属・種﹂

は昭和2(192了)年8月1

露(?)話を仕向けてくる︒三女の妖﹁ヨシ﹂も︑

とやら聞くが︑先行き﹁亜種﹂ に分類されない

時代を︑いまだ色濃く残して⁝⁝︒

談笑に入り込んできた︒若い日の逸話が次々と

取り立ててどう︑ということもない日常風景

かと心配だ(?) (?)⁚⁝︒

そんな彼女たちが︑私の反応を促すように﹁4

の中にいる私︒とにもかくにも︑無事平穏な時

の

人の名前を順に並べて・⁝⁚﹂ ﹁もう一度⁝⁝﹂

それこそ最高の幸せだそうだ︒﹁豊臣秀吉﹂

空に身を匪けたら十分で︑感謝すべきだと聞く︒

つめられても︑大けさに言われても︑全く無反

(第2560地区∴新潟県∴歯科医)

お礪分けにあずかって︑姿婆に生きたい︒

閑話休題︒長女﹁トミ﹂さんはショートステ

応で﹁不感症﹂ の私だったようである︒

などと言ってくる︒しかし︑皆さんに笑顔で見

膨らみ続けている︒

その﹁トミ﹂ は終戦の日のショックを私にもっ

母堂﹁トヨ﹂は娘を3人授かった︒長女﹁トミ﹂

ムでの︑日常茶飯事の戯言である︒

ガIけ-公式訪問時、4人の「初めて」が勢ぞろい。

(左から)

都市として︑全国的に有名な﹁ふなばしアンデ

金子さん、久保田さん、漆原ガバナー、徳永ガバナー補佐

2020
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動)

を始めます︒ところが19 0 6 年 ︑ ド ナ

をつくり︑互恵取引というSeコi8(有益な活

交換を目的としたFe三°WShip(同志の集まり)

1905年︑ポール・ハリスは取引と情報

Seコice(社会的な務め)と定義します︒

務め)︑社会生活に適用する場合をCeヨヨ⁝iヰ

適用する場合を<OCa︹i昌a-Seヨice(職業上の

C冒すSのきice(クラブ会員の務め)︑職業生活に

年︑これを三分割し︑個人生活に適用する場合を

型コロナの時代﹂を生きることになります︒

りません︒私たちは人類が初めて経験する﹁新

して受け入れ︑寿命のある限り生きなければな

代がどのような時代であっても︑自分の時代と

ロータリーの歴史と定義の正しい理解のため

う打つ手もなくなったと思った時︑あとできる

とには限界があります︒できることを行い︑も

新型コロナ感染予防対策も︑自分でできるこ

ルド・カーターから﹁会員の利益しか考えず︑

に︑いま一度先人の声に耳を傾けようではあり

ことといえば祈ることです︒祈って報われるか

社会に貢献しない団体には入りたくない﹂と
言われてしまうのです︒そこで︑1907年︑

不動産皆既)

神奈川県

ませんか︒(第2590地医

-

ほほ笑みと祈り
コロナの時代を生きる

う人もいるでしょうが︑つらい思いをしている

思いをしている時に笑うことはできない﹂と言

そして︑ほほ笑むことです︒﹁こんなつらい

は︑人が長らく忘れていた祈りです︒

どうかは分かりませんが︑今の時代に必要なの

Ceヨ重合ni︹y(共同社会)への無償のウイサーブ

(仲間による貢献) を始めます︒1908年に
はSOCie{y(利益社会)すなわち利害関係者へ

の有償のアイサーブ(各自による貢献)が提唱
されます︒

一方︑社会貢献が内部対立を生みます︒そ

難局であっても︑笑顔があれば不思議と力が湧

今こそ︑とにかく口角を上げてみることです︒
﹁今年はオリンピックもあり︑良い年になる

き︑威離れ﹂ます︒また︑自分が笑えばつら

龍男

ブ︑1908年の互恵取引対アイサーブ︑そし

ぞ﹂と期待に胸を膨らませ︑令和初の新年を迎

れて周囲も笑います︒笑顔があれば心が和み︑

丸亀横田

て1913年以降のウイサーブ対アイサーブで

えました︒しかし︑年明け早々の新型コロナウ

の対立が︑1907年の互恵取 引 対 ウ イ サ ー

す︒最後の対立は激化し︑ロータリーは分裂の

心機一転︑生きる意欲が湧いてきます︒

建築設計)

イルス感染症の発生により︑世界の状況は一変

香川県

﹁四つの初めて﹂が
勢ぞろい

(第2670地区

危機を迎えます︒対立の争点は ﹁ ど ち ら の 理 念

粛が図られた結果︑感染者数も減り︑これで落

しました︒緊急事態宣言が発令され︑移動の自

1923年︑ロータリーはこの危機を免れる

ち着くかに見えましたが︑宣言が解除されると

を実践するのか﹂ということです︒

﹁最善

ために﹁理念を実践する﹂ のではなく﹁法則を

またも増加に転じました︒新型コロナとの長い

の因果関係を表す法則は﹁決議23-翠の中核

とはできません︒気がつけば﹁○○さん豪の○

当然ながら︑人は生まれる時代と親を選ぶこ

る第2790地区では︑今年度﹁四つのテスト﹂

今年度創立65年目のわが船橋RCと︑所属す

適用する﹂ ことにします︒この法則とは

であり︑その正式名称がTh○○dea○○fSe﹁<i8

○ちゃん﹂と言われ︑初めて自分の存在を意識

付き合いが始まりました︒私たちがこのような

(貢献の理想的なあり方)です︒ところが日本に

します︒生まれる時代が早ければ︑江戸から明

四つ葉のクローバーに相当する珍しい出来事

ならぬ﹁四つの初めてのこと﹂がありました︒

の貢献をする者が最多の利益を得る﹂という法

おいて︑これが﹁奉仕の理想﹂と訳されてしまっ

治への動乱の過渡期を目にしていたでしょう︒

です︒他地区︑他クラブからみればごく当たり

望

たために︑さまざまな誤解が生まれたのです︒

戦時中ならば︑今こうして生きていたかどうか

前のことで︑新鮮味がないかもしれませんが︒

舶橋安村

1923年︑﹁会員各自の生活において︑こ

も分かりません︒こう考えると︑今の時代に生を

①第2790地区初の女性ガバナー︑漆原

時代に生きるのも︑一つの巡り合わせです︒

の法則の適用を促進すること﹂をCeヨ雪雲iヰ

受けたのは奇跡的なことで︑たとえ生まれた時

則です︒このSeヨice(貢献)とP○○辛(利益)

Seさicの(社会的な務め)と定義します︒1927
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キリスト教葺年会︹YMC

わたりロータリー
で活動してきた証

しです。

つも頭に浮かべます︒私は前年度クラブ幹事で

三つ目として︑顔の見える活動をいち早く再

開すること︒当社で3月に受け持っていた仕事

を途中で放り出し︑退社させてしまった社員が

した︒3月後半からまともに例会が開催できず︑

このままでは会員がいなくなるのではないだろ

いました︒原因はコミュニケーション不足でし

心が離れていくんですね︒危機感を抱きました︒

うかと悩みました︒ロータリーは不連続の連続
度の協力あっての連続です︒よって︑次年度に

そこで︑例会が開催できない今︑毎週﹃クラブ

た︒﹁会わない﹂ ﹁話をしない﹂ ということで︑

引き継ぐのに︑一番やっではいけないことは何

週報﹄を出すだけでは弱いと考え︑ウェブ会議

です︒単年度制だが︑そこは前年度︑そして次年

それは﹁退会者を出す﹂ということです︒

では︑どうすれば退会者が出ないようにでき

も顔の見える交流をいち早く始めました︒今で

サービス・Z8ヨ(ズーム)を利用し︑少しで

だ?

るのか?一つの意見として記しますが︑まず

はZ8雪と対面式併用のハイブリッド例会は

和訳を﹁サーヴィス﹂ から﹁奉仕﹂ に変えた

1

NO.1

信じ合うことができる感性を育てる可能性を有

た2018-19年

VO」.68

しているのが︑私たちの奉仕活動ではないで
しょうか︒
東京都

度ガバナーの小山
司さんから私へと
贈られた地区役員
(ガバナー補佐)
の委嘱状。親子2

2020

(第2580地区
A︺)

※編集部より⁚﹃友﹄20之0年7月号検組みP45﹁写真
でつづる日本のロータリI﹁OO年︹10︺﹂に︑阪神・

淡路大震災時の宮崎きんの写真が掲載きれています︒

闇

変化の先頭に立つこと

コロナ不況対策だけはしようと思いました︒お

当たり前のように行えるようになりました︒

幹事の役割は︑全ての会合の総責任者である

店を問いでも自粛で客が来ない︒物件を貸して

と私は思っています︒今後も変化の先頭に立つ

偉憲

いても家賃が入ってこない︒そんな状態でロー

ことを考え︑試行錯誤の連続が明日をつなげて

杉戸栗原

タリーを続けられるのか︒この状況に適応しよ

薫

総合建設業)

この言葉は︑私が敬愛する経営学者ドラッ

横浜港北桑原

言 ロータリーの法則

埼玉県

いくと信じています︒

そして寄付も含め︑何度も計算しました︒幸い

当クラブには事務所家賃がない︒ならば︑3月
から休会にすることで削減できるお金を利用し
よう︒苦肉の策でした︒正直︑理事会で賛成し

てもらえるかどうか不安でした︒202021年度上期分の会費は無料にし︑例会での食
二つ日として︑クラブとしての存在価値をき

ために︑ロータリーの歴史と定義が誤解され

1934年︑日本のロータリーがS①ヨi●eの

ちんと明示すること︒会員に︑クラブにいる憲味

たままになっています︒なぜなら﹁奉仕﹂

また︑s①己ceはae︹i<iモ・W○○k・duその代わ

﹁無償のSeヨi●e﹂

からマスクを購入し︑町に寄贈︒その残りは会

りに使われることがありますが︑このいずれに

かをしないと﹂ということで︑当クラブの関口

員と米山奨学生︑青少年交換派遣候補生︑そし

も無償という意味合いはありません︒

Seヨiceと日本語の﹁サービス﹂は別のものです︒

て例会場である銀行に配布しました︒

博正バストガバナーのアドバイスを得て︑地区

に当たるからです︒そして︑

は

をほんの少しでも理解していただきたい︒﹁何

事は実費としました︒

(第2770地区

うと考えるよりも︑この変化の先頭に立とうと

章(北海道・七飯R⊂)

赤塚

まず︑1年間にかかる会員1人当たりの経費︑

カーの有名な言葉です︒迷ったらこの言葉をい

50年以上に
代、

-80年度ガ
1979

ロータリーの友
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する意識が︑一歩踏み出す原動力となりました︒

バナーの太宰六郎
きんから父へ、ま

田

私たちはなぜ︑
奉仕活動を行うの か

エッセー、海外のロータリークラブ訪問

来の月1回の例会を毎水曜日に変更し︑話し合

が契機となり︑奉仕活動を充実させるため︑従

は解放戦線軍と二つの顔を持つ少年兵です︒彼

かりました︒昼は南ベトナム政府軍︑そして夜

帰国後ロータリーに入会し︑阪神・淡路大震

らは任務明けの日は村のYMCAセンターで歌

ん(神戸西RC)の呼び掛けに応じて数人のロー

災︑99年の台湾921大地震︑東日本大震災の

いを通してクラブ運営の改革を始めたのです︒

タリアンが︑阪急御影駅前で炊き出し活動を開

復興の奉仕活動に参加する機会を得ました︒そ

を歌い︑バレーボールをする子どもたちのリー

始︒その後︑被災者の自立を助ける﹁ロータリー

うした人生の場面場面で出会った人々との交わ

この伝統と歴史は︑約70年後の1995年1

子どもの家﹂︑被災留学生を支援する﹁ロータ

りを通して﹁分かち合い︑信じ合い︑喜びを共に

ダーでした︒長く続く戦争の中で︑不安︑悲し

リー・フレンドシップ・ハウス﹂を建て︑持続可

する﹂不思議な力があることに気付かされまし

月に起こった阪神・淡路大震災の復興活動へと

能を事業に発展させたのです︒日本のメディア

た二万︑自分自身の生きる意味を考えないで︑

み︑喜びの経験を共にした仲間たちでした︒

は各地で行われた民間団体の救援活動を見て︑

人を助けることができるだろうかと悩みます︒

受け継がれていきました︒震災直後︑今井鎮雄さ

﹁ボランティア元年の到来﹂と称賛しました︒

ロータリーの掲げる奉仕の精神﹁ロータリー

の日的﹂ ﹁四つのテスト﹂

時をさかのぼって1975年︑南ベトナム・

サイゴン市(現ベトナム・ホーチミン市)は南

しています︒生きていることに感動し︑互いに

当日︑私は商ベトナム政府軍本営に近い事務
所荒自宅で︑恐ろしくてお酒を飲んでベッドに
潜り︑解放戦線の兵士が突入する様子を見てい

ました︒その時︑ハプニングが起こりました︒
生きているか!﹂

解放戦線の軍服を着た兵士数人が事務所に入っ
てきました︒﹁ミヤサギ!

若い兵士の顔を見て︑ライチユウ村YMCA

センターのユースリーダーたちであることが分

は進むべき方向を示

ベトナム解放民族戦線により解放されました︒
当時︑私は国連難民高等弁務官事務所(UNH
CR)の傘下で︑ベトナム戦争に駆り出された

少年兵の社会復帰の仕事をしていました︒5年
イゴン解放を目指す北ベトナム政府軍と解放戦

の任期を終えて帰国直前の4月28日︑突然︑サ

震災で焼け野原になった東京市内(現・都
これを知った国際ロータリー( R I ) を は じ
め︑海外1 7カ国︑503のクラブから合計約

8万9800円(当時の貨幣価値で約3億円)

の義援金が送られてきました︒東京RCの会員

は海外のロータリアンの友情に感動し︑クラブ

を挙げてこれに応えるため︑救 援 活 動 を 始 め ま
した︒そして︑東京市内に孤児院を建て︑械浜や

東京で焼失した小学校の再建な ど ︑ 復 興 活 動 に

市街戦が始まりました︒

線が中部ベトナムからサイゴン市内に突入し︑

写蝶があれば添付してください。

内)の惨状が海外メディアで報道されました︒

て︑月1回から週1回に変わりました︒

1 2(1923)年9月1日の関東大震災によっ

東京ロータリークラブ(RC)の例会は︑大正

幸雄

PLAZA

姦
FRi[NDSHiP

東京宮崎

1,000字以虹関連
臆、時局塊感など。
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霧

自ら参加して奉仕の喜びを共にしました︒これ

村の子どもたち、ユースリーダーと。サングラス姿が宮崎さん

墨壷

訓腕ぎの茄子や常が手に色残す
埼玉・日高

土曜日の夜は静かや麓洗ふ
兵庫・神戸西

秋茄子や料理が下手で気立てよし
大阪北

兵庫・神戸西

比良伊吹麟ひ令ひたり雲の晦
轟でも雨起きでも栃南の朝かな
東大阪束

山川に身を馴ませて山女魚釣り
東大阪東

大阪・堺フェニックス

野に遊ぶ沖の魚船に手を振って
連れ舞った揚羽蟻二羽空に消ゆ
石川・加賀

性け捕りの山槻魚の九キロ余
愛知・瀬戸

艶色の水輪千徳の水輸かな
千葉・富津中央

母切りし八 等 分 の 西 瓜 か な
千葉・相乗

犬竹

腕白

洋子

顕佑

利昭

侃

京極美栄子
三宅

河島

小沼

謙市
充子

義次

親亮

光彰

弘明

宗心

三枝かずを

沢田

大和

米田眞理子

溝畑

島

村野

コロナ夏や今日も一句と散歩に出
茨城・日立

寒天の切り 口 涼 し ガ ラ ス 皿

升田

木下

埼玉・熊谷罷原 森田

夕映えは川底にあり河鹿噴く
長野・飯田南

太鯉の口付け迫る水軍
富山南

投稿規定◇雑読◇会貝︑家族︑口Iタリー家族◇一カ月
に薬害で一人三句まで◇締切 二〇日必着◇葉書ウーフにも
クラブ名・氏名︑電話明記◇文字明確に◇﹃友﹄俳壇係宛

﹂並秋と言えども頬に熱風あり
群馬・館林

コロナ禍おそれつつマスクを外す

神奈川・藤沢東

辞しあわせと
〇八歳

茨城・友部

コロナ禍に負けじと槌音高くあり
吊りあげられし材木匂う

ありがたい今日が
ほゝえむ母は茶寿

愛知・豊橋

空蝉に寄り添うように幼蝉
濡れ廼乾かし今飛び立ちぬ
スクワット器具を揃えて日々励む
真夏の風と光を受けて
京都東山

新井

矢吹

進

和夫

敏子

孝美

横田佳代子

長屋

池田

垂博

千春

潤子

尚子

波佐間英樹

小村

薗田

平峯

高見篤志郎

松森

往時とは遵ふ思ひで読む﹁ペスト﹂
さうださうだと韻さながら
奈良 寺田真佐子

八朔の曾津八一の誕生日
奈良の大仏の歌碑を仰ぎぬ
奈良

涼を呼ぶつもりの風鈴猛暑口に
惑い音色を聞けば汗ばむ
大阪天王寺

一万歩歩けばスマホ褒めてくれ
褒められたくてせっせと歩く
香川二田松

宮崎

感染者一〇〇人超えるタクシーの
ラジオはレゲエ車窓あかぎ月
須傭之男の需力宿る茅の諭受けて
コロナ早々退散を祈る
島根・出雲南

熊本中央

被災地を励ます言葉請えもせず
物資を届けぬ動揺の刻

投稿規定◇雑談◇会貝︑家族︑ロータリI家掠◇一カ月
に葉書で一人三首まで◇締切一一〇日必着◇薬害ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明記◇文字明確に◇﹃友﹄歌壇係亮

青森・五所川原中央

憎い子がひとりも居ない子沢山

東京日本橋東

胸躍る昭和名曲CDで

涙脆い長女がそっと横を向く

大阪西

風呂敷の跡雑ざ拝命エコバッグ

大阪大淀

福岡イブニング

小野

井口

順蔵

弘子

崎谷璃美子

能美

廣明

誠

西川

松田

吉崎

土橋

小山

石川

政美

鹿司

秀夫

幹夫

市康

正三

波佐問英樹

福澤

長谷川孝華子

天気予報不都合だけはよく当たる

大分・中津

ガス欠に気付く商運一車線

ヘルシーと何度もおかわり五穀米

熊本中央

ヨコ文字はコロナに弱し日本語で

神祭川東

神奈川東

もりもりと元気湧き出る褒め言葉

山梨・甲府北

今までと適う生活何時代

一句よむマスク気にせず笑いたい

埼玉・川越

万華鏡小さな宇宙の手の中に

高知西

日本ロータリI巨クラブ26⁝0

それならば次は長生き競争だ

博明

自粛して身体もジョークもなまってる
埼玉・入間商 大河内陸敬

リモートで断捨離しても居場所なし
東京池袋 小泉

快三

残念だ出来ぬ例会墓参り

大野

埼玉・入間南

投稿規定◇雑談(×な貝︑家族︑ロータリー家鹿◇一カ月
に葉書で一人三句まで◇諦切 二〇日必着◇葉審ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明記◇文字明確に◇﹃友﹄柳姐係宛

NO.11

VOし.68

2020

ロータリーの友

〈二王丑

70

○○︑∴∴.巾ヽ

⁝醐壇
氏子

長谷川

海の黍なき 砂 浜 の 広 さ か な
神奈川・楼浜戸塚
裕一

擢園

中村

新型コロナウイルスの感染がなかなか収まらな
い︒湘南海岸も今年は海の家が建たなかった︒そ
広々として淋(さび)しい︒

れでも海が恋しくて来る人はいるが︑さす が に

心太周の切子の碗一つ
佐賀・伊万里西 田中 高嶽
心太(ところてん)だけにしか使わないという
のではないだろうが︑心太のときはこれと決めて
いる︒﹁切子の碗﹂ とはカットグラスならぬカッ

城山

隣組

トボウル︒ちょっと贅沢(ぜいたく)だが︑涼 し い ︒

続載日その日の釜で粥を炊く
三重・名張

その日とは昭和二十年八月十五日︒その こ ろ
使 っ て い た釜を出してきて粥(かゆ)を炊く ︒ そ
れが家の年中行事になっているのだろう︒戦争を
忘れないた め に ︒ ま た 追 悼 の 思 い を こ め て ︒

七十五年平和を呼吸生身魂

猪俣

嘉夕

愛知・名古屋北 吉田 正克
第二次世界大戦以来︑日本国内だけをみれば曲
がりなりにも平和がつづいてきた︒お盆で先祖の
霊とともに祀(まつ)られるのが一家の老人︒戦
後の平和の空気の中で生きてきた人︒

株高の螺昨日の花に今日もまた
埼五・日高

昨日と同じ花にまた蝶(ちょう)が来ている︒
昨 日 と 同 じ蝶なのかもしれない︒さながら昨 日 の
蝶の残像のように︒時を隔てて同じことが起こる︒
よくあることがら︑不思議なこと︒

蕃壇
鵜飼

武彦

馬場あき子囲

鷺棚鰯補整弼誤る
岐阜加納

寒郡

政雄

無言館は長野県上田市にある戦没画学生たちの
遺作を展示する美術館︒静かな環境の中で作品に
見入っていると︑その人物画となった人への思い
まで想像かゆくし︑未完成の筆のあとの無念も偲
(しの)ばれる︒作者が訪問したのは折しも夏︒
蝉(せみ) の声が氾(し)み入るように︑心にも
沈み入る思いであったであろう︒結句二手余って
いるが︑﹁沿む﹂ では伝えきれない心情があった
のだ︒芭蕉の﹁開きや岩にしみ入る蝉の声﹂を心
に置いての作︒

千葉・富里

味の良き人参出来る畑なり
北総台地に白き雨降る

商橘

義宣

北総台地は千葉県北部に広がる台地︒近年都市
化もすすんでいるが︑本来地質は果実や畑作物に
適している︒一首は上半句にきっぱりと良質の人
参(にんじん)を生む耕地への自負と賞賛をうだっ
ている強さがあり︑すっきりとした物言いのよさ
がある︒下はその台地全体をつつむ豪勢な夕立︒
最近はゲリラ寮雨などというが︑夕立︑白雨など
の情緒ある言葉も残したいものだ︒

泰然と指してる姿を見せながら
妙手繰り出し閲ぎあいおり
宮城・古川東

てじま晩秋閲

大阪・堺清陵

カマキリよ今年はどこに産卵か
神奈川東 茂木

閃いたフレーズいつの問にか消え
香川・高松 大平

知子

昇

どなたも﹁ひざボン﹂でしょうね︒せっかくい

秋田・能代

近

茂寛

白紙とペンは身に着けておきましょう(笑)︒

梅やんでも後の祭り︑今からでも遅くありません︑

い句が浮かんだ! と喜んでいたのに︑いつの間
にか忘却⁝⁝すぐにメモをしておけば良かっだと

人

まいます︒カマキリさん︑毎年低いところに卵を
産んでよね︒

カマキリは水害を予想して︑産卵するとか︒高
い位置に産卵すると夏には水害があるそうです︒
﹁すごい予知能力があるのだなあ﹂と感心してし

地

ります︒物種さん︑ありがとうございます︒これ
ぞ︑本当の ﹁川柳﹂と思います︒

返してみると﹁まさにその通り﹂であります︒だ
んだんと心が温かくなっていく感じになってまい

ごくありふれた句にみえますが︑よくよく読み

天

壇

よくケンカするがホントは妻が好き
物種 唯修

・重醗

夏十日やり過ごせれば秋のぞく

くつ到71
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阜O丁A母

甘瓜隠虹匿∴霊酵擾直亀粥

色彩の効果

ちの日常において多くの場所で取り入れら
れています︒

例えば︑ファストフード店では短時間で

もゆっくり食べたように感じるように赤色
を︑会議室や単調な作業を繰り返すような

部屋では︑長時間滞在しても集中力が高め
られるように青色を取り入れたりしていま

す︒海外の事例としては︑受刑者同士の争
いが絶えなかった刑務所の壁をグレーから

日本の知恵ぐすりを暮ら

広瀬

之彦

-身近な食材でからだ調う-

岐阜南RC

早産のせいか私は虚弱児であった︒当時の

国民学校(現・小学校) 卒業までばよく風邪

をひいたり下痢をして︑田舎に身を寄せてい

た母親を悩ませた︒富山の配置薬がなくなる

み︑山芋のおかゆを食べた︒風邪をひくと黒

と︑下痢をしたらゲンノショウコを煎じて飲

です︒また︑飛び降り自殺の多かった黒い

焦げの梅干しを湯飲みに入れ︑熱いうちにの

ピンクに変えたところ︑争いが減ったそう

橋を緑色に変えたところ自殺者が減った︑

本書を読み︑昔を懐かしく思い出した︒著

み︑大汗をかいてスッキリ治った︒

色彩の効果を活用する方法としては︑風

者は野草︑野菜︑果物︑穀物などの効能で休を

ということもあったようです︒

人は五感を使って物事を認識しますが︑

邪の時は赤と白︑食欲増進にはオレンジ︑

祐子

そのうちの約8割は視覚に頼っています︒

消化吸収促進には黄︑若返りにはピンク︑

かりにしてはどうか︒(第2630地区

岐阜県)

民間療法を見直し︑健康な日常を過ごす手掛

注意点が説明されている︒経験的通産である

薬になる︒冒頭に﹁知恵ぐすり﹂を使う上での

る向きが多いが︑道端の雑草も使い方次第で

く︒今はちょっと具合が悪いと医者や薬に頼

調え︑自然治癒力を信じることが大事︑と説

色彩もほぼ日で見て感じていることになり

ダイエットには青︑不眠には紫の色を取り
パッケージに赤色が採用されているのと同

入れると効果的です︒使い切りカイロの

視覚と聴覚の重複障害者であったヘレ

じ理由で︑寒い冬にはカーテンに暖色系の

このように色には人の心や体に影響を

ン・ケラーは︑色の違いを認識することが

血圧ともに上昇し︑青い部屋に入ると下が

及ぼす作用があります︒身近な生活の中

赤やオレンジなどの色を取り入れることを

り︑筋肉がリラックスしたといいます︒さ

でも簡単に取り入れることができるので︑

できだといわれています︒また︑ある実験

らに︑日を開けた状態で赤い部屋に入ると

ちょっとした不調を改善していくことが可

お勧めします︒

時間を長く感じ︑青い部屋に入ると時間を

能です︒ぜひ実践してみてください︒
(第2800地区・山形県・天童RCにで)

短く感じるという実験結果もあります︒こ

では︑目隠しをして赤い部屋に入ると体温︑

れています︒

ますが︑実は体でも色を感じているといわ

nO-Ou﹁罵一代表校松

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

のように︑色彩が人に及ぼす効果は︑私だ

瀬戸内和美 著
東邦出版
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S 「卓話の泉」は、クラブ
の会報、週報に掲載の卓話の

ま015年10月刊

konohito.tazunete

北大時代の河村さん(左)と友人の望月桂さん。望月さんはその後、

道は諦めました︒主に企画部でノートの需要予測
まだ未研究の分野だった︒

めから冒頭に紹介した﹁菌悌﹂の研究に乗りだす︒

官俳の魅力のとりことなり
今も文学の夢を見る

をしましたね︒各県ごとの年齢別人口をチェック

し︑何歳からノートを買い始めるかを予測する︒
人口動静がすっかり顕に入り︑大きな波が来るこ

﹁でも調べてみると︑武田信玄や上杉謙信︑加

した︒兜守︑鐙仏︑守本尊と呼び方はさまざま

島田市に戻り︑1979年に 学 習 塾 の 経 営 に 乗

﹁開業前の1年︑浜松市内の塾で勉強しました︒

です︒これら研究をまとめた論文﹃胃仏考﹄が専

藤清正︑前田利家もわが家と同じような仏様を宙

どんな教材が必要か︑先生の募集はどうするか︑

門講読蔀武具研究﹄に掲載され︑NHK朝の全

り出したのは28歳の時だった︒まだ島田市には都

時間割の組み方などですね︒優秀な先生をスカウ

国ニュース﹃おはよう日本﹄でも取り上げられまし

に入れて戦場に行っていたことが分かってきま

トし︑おやじが建てたビルの教室に換気扇︑エア

た︒当初は否定的な専門家もいましたが︑論破し

会型の学習塾がなかったという︒

コンを完備して開業しました︒島田で初の個別指

ましたね﹂

では︑前田利家の父親が戦場に

出る守護仏を利家に渡し︑
薙げ中にでも入れておけ﹂

﹁利家とまつ﹂

勝利である︒失礼ながら︑東京

﹁この場面はうれしかっだですね︒その後も研

というシーンがあった︒

マ

例えば2002(平成14)年のNHK大河ドラ

研究は次第に世間に浸透していく︒

導もやりました﹂

評判は上々で︑開業10年で生徒数は250人を

超えた︒1 5˜1 6人の先生がいた時期もあり︑塾の

前には生徒の自転車がずらりと並んだ︒第2次ベ

でしゃにむに小説修業した人と

ピーブームの波を完璧に捉えた

は思えない 〃戦略眼"だった︒

究を進め︑論文も﹃宵仏者5﹄まで出しています︒

英訳された論文もあり︑最近では﹃kabu書O

﹁もともと人前で話すのは苦
手でしたが︑やがて楽しくなっ

-bO亡Oke﹄は世界語になっています﹂

と︑河村さんは言う︒

た︒ただ︑学習塾は土日が書き
入れ時で休みがない︒プレイン

20年来の友人に脳科学者の茂木健一郎さんがい
る︒茂木さんは河村さんの依頼を受け︑島田RC

グ・マネジャーでしたから︑年
に3日ほど休めるぐらいで︑だ

の創立50周年記念の記念講演もしている︒

6年

静岡新聞社)の序文
﹁北の大地に学び︑静岡の美しい自然の中で晴

を書いている︒

天のクオリア﹄(平成1

その茂木さんは︑河村さんの自叙伝的な小説﹃蒼

んだん疲れてきたんです﹂

が必要な人なのかも

河村さんはタイミングが来る
と︑"夢"

しれない︒
順調な塾縫皆の傍ら︑40代初

t︑膏.了

耕雨読の生活をし︑やがて骨仏と出合った河村さ

んの極めてユニークな人生の中に宿る普遍性を︑

私は信じたい﹂

普遍性って何だろう︒根源的であり︑シンプル

な世界に通ずる﹁鍵﹂かもしれない︒

﹁今でも気に入った言葉が浮かぶと︑携帯にメ

最後に河村さんは言っていた︒

モし︑パソコンに送ったりするんです﹂

青年の日の夢は忘れていないようだった︒

◇河村隆夫(島田RC会貝) (有)河村管財代表

生まれ︒74年北海道大学理学部を卒業

取締役社長︒1951年静岡県金谷町(現島田

市)

79年島田進学スクール別業︒88年(有)河

後︑﹁昭和ノート(現ショウワノート)﹂に入社︒

県立掛川工業高校︑静岡学園予備校講師︒

村管財別業︒現在は学習塾を閉じ︑現職のほか︑

撮影/佐藤

敬

河村きんの「第二の故郷」札幌に実家あり。純粋文系ライター
島田の世界一長い木製の「蓬莱橋」のIii風を堪能 風流系カメラマン

記事/村井垂俊

河村さんの晋作と青春時
代の草稿(上)友人の茂
木健一郎さんと

とは分かっていた︒第2次ベビーブームですね﹂

楼浜市大教授となり、化学を教えた(北海道の旧・幸福駅で)

で︑通称バリストの時代︒机と椅子が積み上げら

れ︑教室に入れない口もあったな﹂

河村さんには理系も文系もない︒

中学生の頃から少しずつ小説も葺いていた︒三

島由紀夫の ﹃天人五衰﹄などに憧れたという︒原

稿用紙100枚ほどの作品を同人誌に発表する

と︑道内の文芸誌︑﹁北海道新聞﹂ ﹁北海道タイム

ス﹂などで緻貸された︒

﹁﹃この作者の才能は精巧なステンドグラスのよ

うに七色の光彩を放って見える﹄という評論を書

いていただきました︒舞い上がりましたね︒恩師

に止められたけど︑これは東京に行くしかないと

思い詰めたんです﹂

その後︑本当に東京に行き︑1年間小説を書き

まくった︒1971年︑世田谷区祖師ケ谷大蔵の

﹁つりがね推﹂ にこもっている︒

3畳一問のアパートだった︒

﹁1週間全く外に出ないで書き続け︑アパート

の管理人が心配して様子を見に来たこともあっ

た︒出版社に原稿を持って回りましたが︑相手に

はしてもらえませんでした﹂

静岡から来た仕送りの書留を︑受け取った札幌

﹁父も母も︑まさか私が東京にいるとは夢にも

の友人が東京に転送してくれた︒

思っていなかったでしょう︒悪いことをしました︒

でも1年で才能はないと見極めた︒私のいいとこ

ろか悪いところか︑決断するとスパッとやめる︒

大学に戻って︑化学の実験の毎日に戻りました﹂

卒業後は進路を変え︑東京で﹁ジャポニカ学習

帳﹂で知られる﹁昭和ノート(現ショウワノート)﹂

﹁父親が体を壊し私が家を守ると決め︑化学の

に勤めている︒
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人はいないですよ﹂

物といった理系の話もある︒なかなか両方できる

き方といった文系の話もすれば︑物理や数学︑生

ついての考察はもちろん︑歴史や文学︑小説の書

﹁毎週のあいさつが秀逸でした︒ロータリーに

た拝領刀︑古式銃︑山岡鉄舟の木扇︑ウォルサム

と壊れそうになりますが(笑)︒ここにあるのは
髭麓﹄で展示したもので︑徳川家の家紋が入っ

見せする企画展を開いています︒たくさん来る

く︑毎年︑わが家に残された品々を地域の人にお

を語る︒また別の週には︑決闘で死んだフランス

4億年以上前の海の巨大生物﹁アノマロカリス﹂

が有名︒この発展には︑河村さんの曽祖父︑河村

島田市はお茶の産地で︑島田茶︑金谷茶︑川根茶

﹁初期島田茶業史展﹂ も開催したことがある︒

の金時計などですね﹂

革命時の若き天才数学者︑エヴァリスト・ガロア

宗平の働きが大きい︒

武田信玄の軍師︑山本勘助を 語 り ︑ 次 の 週 は 約

について話す︒

幕末生まれの宗平は︑輸出産業のお茶に注目し︑

明治期の静岡県で近代茶業の指導に当たった︒宮

﹁一緒に飲みに行くと︑﹃河村先生﹄ って声を掛

けてくる塾の卒業生が結構いますが︑われわれに

土山を望む﹁牧之原大茶園﹂も宗平の指導があって

その宗平を中心にした企画展に興味を持ったJ

誕生している︒

とっても先生のような存在ですね﹂

と︑萩原さんは言っていた︒

その河村さんの家は︑島田市の中心部から車で

﹁宗平さんのゆるキャラをつくりませんか﹂

A大井川の職員が提案した︒

50分ほどの旧金谷町鶏栂地区にある︒石垣に囲ま
れた河村家に着くと︑汗を拭きながら出てきた河

冒頭の写真は河村さん︑ゆるキャラ﹁素平せん

ことになるが︑その前に青春時代の迷走(?)

トーリーから始めたい︒

科学に大志を抱いて北大に進み
なぜか小説家を目指して東京へ

ス

く眠っていた﹁胃俳﹂だろう︒武士が合戦前に寓

囲まれ︑アリやカミキリムシ︑イモリと遊ぶのか

﹁団塊の世代﹂直後の世代になる︒豊富な自然に

河村さんは1951年に大代地区に生まれた︒
に入れて戦った小さな仏像で︑河村家の﹁官悌﹂

﹁田鶴﹂

の研究で河村さんは脚光を浴びる

に進み︑化学を志す︒札幌五輪の直前の札幌は新

うになる︒県立藤枝東商校から北海道大学理学部

ノーベル物理学賞の受賞に感激︑科学者を志すよ

静岡大学附属島田中学に進学し︑朝永振一郎の

から読書少年になった︒

好きな自然児だったが︑湯川秀樹の伝記を読んで

この

方が一段といい表情になった︒

ライトに照らされる田鶴を見つめ︑河村さんの

日如来ですね︒いい顕されてるでしょ﹂

﹁約3センチほどかな︒真言密教の最高仏︑大

は平安後期のものだという︒

しかし︑母屋の最大のお宝はやはり︑仏壇に長

ショット〃 である︒

せい﹂︑河村宗平さんその人︒時空を超えた"スリー

村さんが言う︒

御林守河村家

﹁草刈りが一番大変ですよ︒人生の相当の時間
を草刈りに費やしてきましたね﹂

河村睦夫﹂とある︒

名刺には﹁島田市指定文化財
十五代

代々大代地区の名主であり︑幕 府 の 直 轄 林 を 守
る役人でもあった︒ルーツは平安時代後期にまで
さかのぼることができる︒

少年時代は母屋に住んでいたが︑現在は住んで
はいない︒1793 (寛政5)年に建てられた母

屋は︑歩くとギシギシ音がする︒
﹁家を守るのは大変ですが︑ただ守るのではな

﹁しがらみの深い地域で育った私にとって︑札

鮮だった︒

幌は別天地でしたね︒でも大学は学生運動が盛ん
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KAWAMURA

河村隆夫さん

丁AKAO

●島田ロータリークラブ

文学と科学と学習塾に燃え
菌の中の仏様に出会う日々

静岡県島田市は静岡県の中部にあり︑人口は約

の会長︑萩原寛

9万6000人︒気候は温暖で︑もともとは大井

(RC)

川の両岸で栄えた宿場町だ︒

島田ロータリークラブ

一さんが言う︒

﹁島田は﹃川留め﹄ で発達したんですよ﹂

江戸時代の大井川は橘がなく︑渡し船も禁止さ

れていた︒人足の力を借り︑肩車や蓮台で渡るが︑

﹁越すに越されぬ大井川﹂

増水すると足止めになる︒

という状況で︑侍も町人も島田宿でお金を落と

すことになる︒最大28日間も川留めになった託録

﹁増水すれば何とかなる︑食べていけるという

があるそうだ︒

ともすれば他の地域から来た人に商売で負けてし

風土があって︑島田の人はあっさりしてますね︒

ンテリで︑学習塾で成功し︑意外に商才もありま

まう︒でも︑今回取材の河村隆夫さんは大変をイ

す(笑)﹂

河村さんは2017-18年度に島田RCの会

長を務めている︒
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らず︑かなりの実務経験が必要です︒普通に勉強

れ︑世界の各地で勉強をするためには︑男女に限

もっとも︑ロータリーの平和フェローに選抜さ

きっていることが︑このロータリー平和センター

くご支援くだきっていること︑サポートしてくだ

として︑またロータリアンとして︑皆さまが厚

張っていきたいと思っております︒カウンセラー

で︑平和センターが続けられるように︑当学は頑

ロー︑という役割を大学としては重視しているの

活躍するためのロールモデルとしての平和フェ

これからも︑女性の活躍にとどまらず︑世界で

さっているかと思うのです︒

ます︒皆さまの会社も︑多くの大学生をお世話な

シップというものが︑非常に盛んになってきてい

そんなところに今︑学生時代からのインターン

考えが及ばないのかな︑という感じがしています︒

と思うのです︒現状は︑やっぱりどうしてもまず

な方向をオプションとして︑若い人が考えやすい

第三の方向︑何か実務経験を積もう︑というよう

若者に可能性の翼を持っている
ことを気付かせよう

して卒業して︑そして受験︑という流れではなく︑

の発展に役に立っております︒

タリーの平和フェローで修士号を取って︑その先

﹁私はこんな仕事をしてきた︒だから今度はロー

質問︑ご意見などあればいつでもお寄せいただけ

の活動に関心を持っていただくと同時に︑何かご

サイトを活用され︑このロータリー平和センター

そして︑会員の皆さまはRIやICUのウェブ

増やす理由としては良いと思っています︒ぜひ︑

を積み上げていくのか︑日本人の平和フェローを

聞き︑最初は夏休みだけですとか︑そういうもの

インターンシップとか︑実務経験に早くから日を

ローのような道に進むためにプラスになるような

平和フェローに限って言いますと︑平和フェ

私が見てきたフェローは︑人それぞれいろいろな

はこういうことをしたい﹂と具体的なことを願書

ればと思います︒

機関にいた人がいますけれども︑大学を卒業後︑

に書いて入ってきます︒

というのは一般の日本人の学生︑大学院生に比べ

はなりません︒そこへ︑ロータリー平和フェロー

ところが︑日本はなかなかそういう年齢構成に

人も多く︑入学2回目という人も非常に多い︒

習者は多いですし︑働いてから大学に戻るという

もっといろいろな年齢層の人がいます︒成人の学

的に見ると結構珍しいことです︒他国の大学は

倒的に多く固まっているのか現状で︑実は︑世界

˜3年ぐらいの人︑そのくらいの年齢層の人が圧

それと比べると︑日本の大学に は 1 8 歳 プ ラ ス 2

んな国も非常に多いのですか︑それもあまり今の

階︑高校卒業後︑大学に入る前に何かするのが盛

日本人は︑今でもあまりしません︒もっと前の段

年間︑世界を放浪してくる︑というようなことを

常に少ないですよね︒例えば大学を卒業したら1

大学と社会の間に何か違う時間を過ごす人は︑非

ません︒自分もそうでしたから︒高校と大学の間︑

がネックになると思います︒私も人のことは言え

もあって︑実務経験がどうしても必要という部分

生が非常に少ないのです︒これは円本社会の構造

あともう一つ︒実は日本人の平和フェローの学

気付いていない人もいると思うのです︒

る翼を広げようとしない人や︑翼を持っていると

ですが︑人に折られるだけではなくて︑持ってい

を折られてしまうことも不幸にして多いと思うの

一歩踏み出すだけですごく変わると思います︒巽

というのがいいかもしれません︒人は︑ちょっと

しては︑平たく言うと︑﹁なんでもやってみよう﹂

を広げようということについて︑具体的な言葉と

これから未来のある子どもたちに︑可能性の翼

ご協力いただきたいと思います︒

ると︑はるかに豊かな国際経験と 職 業 経 験 を 持 っ

日本では⁚⁝︒

ては︑平和フェローと一緒に授業に出るというこ

究を進めたりしていくので︑一般的な学生にとっ

てくれたり︑その多様性に満ちた経験に基づき研

パスにいて︑各人の撞験を話し︑若者にシェアし

を卒業した後の選択肢として大学院などに進学す

が︑そういう人が若い時に身近にいると︑大学

ロールモデルということと関係があると思います

少ない社会です︒それも︑私が先ほどお話しした

つまり︑日本はそもそも実務経験を積む機会が

い人には伝えていただきたいです︒

に︑というメッセージを︑人生の先輩として︑若

で自分の可能性を狭めてしまうことのないよう

トなのだ︑というケースもあると思います︒自分

実はハト︑飛ぼうと思えば飛べるローダリ1のハ

いですよね︒自分はニワトリだと思っていても︑

変な例かもしれませんけど︑ニワトリは飛ばな

て入ってくるわけです︒そういう人たちがキャン

とが︑実に身近なロールモデルとして︑大変に素

川崎マリーンRC)

る︑企業に入る︑ということに併せて︑もう一つ

(ホスト

晴らしい効果を上げていると私は思っています︒
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ずインターンシップがあります︒1年生と2年生

くの問︑ニューヨークにあるICUの財団で働い

青に携わる人が1

0%︒あとは国運難民高等弁務官

事務所や国連人口基金といった国際機関︑弁護士︑

した︒3・11の後︑ロータリー平和フェローの

か︒5%ほどは博士課程に進学します︒

メディアといったようなところが就職先でしょう

ていたので︑スタッフとしての付き合いもできま
有志は︑ボランティアで被災地に行き︑随分長い

の間の夏︑ですから7月︑8月あたりになります

間活動していましたが︑そういった体験も︑この

修士論文につながったと理解しています︒

が︑やはりジェンダーギャップ指数を埋め︑女性

していることを実感します︒先に述べたように︑

が︑世界中の全平和センター必修のプログラムで
す︒国際機関︑例えば政府関係の機関とか︑いろ

1 0期生のアリソン・クエッセルは写真家です︒
この人も﹁複雑な災害への対処の在り方﹂として︑

の活躍を促すという観点から考えますと︑身近に

改めて平和フェローを見てみると︑女性が活躍

いろなNGOなどでインターンシップを行うわけ

福島をフィールドにした修士論文を書き︑そのま

良いモデルがいることがとても大事です︒

タなどが基になることが多くなっています︒毎年

の先へ︑ブータンにおける必要︑不必要の価値観

同期生のテイラー・スティーブンソンは﹁ごみ箱

すかったでず︒また︑女性教授は学生時代に複数

長職というものを就任前︑具体的にイメージしや

し︑アメリカの大学には女性学長が多いので︑学

私自身︑何人かの女性学長と親しくしています

ネスコでインターンをしたそうです︒

6月には︑ロータリアンの皆さまにもご臨席賜っ

の変容﹂が修士論文︒ブータンでのフィールドト

見ました︒ああいう職業の選択があるんだ︑とか︑

マララさんのお父さんのような教育も大事です

ま博士課程に進学しました︒写真集も出している

です︒例えば︑フィリピン大学で建築学を学んだ

このインターンシップ中にフィールドワークを

ので︑ご覧になった方があるかと思います︒同じ

後︑建築家として働いていた平和フェローは︑ユ

は︑その時のフィールドワークで集めてきたデー

行ってきますので︑2学年日にまとめる修士論文

ていますが︑修士論文提出を終えた2年生により︑

リップを生かして書いています︒

世界道産決定の倫理的ガイドラインについて︑執

い時に見て︑肌で実感するということは︑本当に

立てるのではないかな︑という具体的な実例を若

こういうことをしてみたら面白いかな︑何か役に

筆しました︒ユネスコの世界遺産の決定について

教授︑12˜20年

学長︒20年

聖

国際基督教大学(ICU)教巻

度応義塾大学国際

ペンシルベニア大学大学院アー

同大学大学院外国語学研究科言語学専

東京生まれ︒80年

いると思います︒

1957年

学部準教授︑04年

センタI助教授︒2002年

ツ・サイエンス研究科言語学博士︒92年

攻博士前期課程修了︒88年

ス語学科卒業︒82年

上智大学外国語学部フラン

ことは︑女子学生には特に︑とても刺激になって

大事です︒ですから︑平和フェローが学内にいる

2%︑大学の教員など教

日比谷潤子

看国際基督教大学(-UU)前学長

府関係の機関で側く人が1

修士論文執筆後は︑NCOに行く人が41%︑政

は問題になることが多いですよね︒

11期生のマイケル・アンジエラは︑ユネスコの

発表会が行われます︒その場所が︑先ほど触れま
した故・東ケ崎理事長の名前を冠した﹁束ケ崎潔
記念ダイアログハウス﹂の国際会議場です︒

研究内容や地域交流などについて︑あるいは︑
国内外で自分たちがどんなところを観察したかな
ど︑平和フェローは定期的にプログで発信もして
います︒他にもフェイスブックやツイッターなど︑
SNS (会員制交流サイト)を活用していますの

で︑かなり多くの人がフォローしてくだきってい

ます︒ウェブ版ニューズレターもあり︑編集から

完成まで全部︑平和フェローが自分たちで行って
います︒

それでは︑研究テーマとして幾つか代表的なも
のを挙げてみましょう︒

専門は社会言語学︒編著害に﹃はじめて学ぶ社会言語学﹄ミネ

心女子学院常務理事︒日本学術会議会員︒

年度)生のマーク・プラナガンは︑﹁3・11後の

ルヴァ書房︑2012年など︒

東日本大震災に遭遇した9期(2010-12
世界における日本︑人間の安全保障と災害﹂とい
うテーマで修士論文を書きました︒修了後しばら
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世界で活躍する人材
ロータリー平和センター

$P阻旺CⅢ

です︒ICUのような国 際 協 力 に よ っ て つ

の国際ロータリー(RI)会長(1968-69

た︒当学初代の理事長は鶏卵疎蝶氏︒日本人初

重CUとロータリーは非常に深い関係がありまし

しれませんが︑この平和センター設置以前から︑

もう一つ︑ご存じの方も少なくなってきたかも

を持って︑いつもその活動を見てまいりました︒

です︒現実に︑選定を外された大学もありますし︑

を受けますと︑看板を下ろさなければいけないの

て︑﹁あんまりうまくいってないな﹂という評価

和フェローとのさまざまなインタビューなどを経

面談︑施設の整備状況︑何よりも︑ロータリー平

い査定です︒例えば︑授業の見学︑学長たちとの

RI本部による調査がありますが︑なかなか厳し

になっていることにも︑いつも感謝しています︒

によって︑重CUの国際性というのは非常に豊か

ずつであったとしても︑ロータリ1のプログラム

平和フェローのプログラムでは︑その人たちだ

島のロータリアンの方々にも大変お世話になって

に研修旅行に行きます︒このプログラムでは︑広

り︑毎年3月︑つまり入学して約半年後に︑広島

かと言いますと︑基本1年目は大学院の授業があ

平和フェローは2年間︑具体的に何をしている

世界で活躍する人材を
育てるために

年度)

逆に新たに加わったところもあります︒その中で
8年間︑センターを継続できたことは︑本当に幸

けが何か別のグループをつくって勉強している︑

います︒広島にある機関を幾つも訪問し︑被爆者

平和フェローの出身国ですが︑実に世界のさま

というわけではありません︒日本人の大学生︑他

デューク大学とノースカロライナ大学にありま

ざまなところから来ています︒そうでなくてもI

ピースセミナーもあります︒これは国内外から

の方々にインタビューをして体験を伺います︒こ

す︒それから︑ヨーロッパではイギリスのブラッ

CUにいらしだ方は︑キャンパスに留学生が多い

講師をお招きし︑公開セミナーを開催するもので

のプログラムで来る留学生とも一鰭に︑修士課程

いだったと思っています︒

1

くられる大学︑そして戦前からの願いたったので

すが︑宗派を超えたキリスト教大学を日本につく
ろう︑と決めたのが1949年なので︑2019
年でちょうど70年になります︒

平和フェローが学ぶこと
平和フェローから得ること

ドフォード大学︑スウェーデンのウプサラ大学︑

という印象を持たれると思います︒北米とオース

す︒6月にはピースウイークもあります︒19年

れはICU独自の取り組みであり︑世界の平和セ

そしてオーストラリアのクイーンズランド大学︒

トラリア︑ニュージーランドを含むアジア︑太平

に︑平和フェローの主導︑学生からの自発的な取

で学んでいます︒そして2年間で修士論文を書き︑

2021年1月からはウガンダのマケレレ大学が

洋地域からの学生が多いです︒それに次いでヨー

り組みで始まりました︒当学には伝統的にキリス

ンターの中でも︑非常に特徴的なものだと思いま

スタート予定で︑日本がICU︒アジアにはもう

ロッパ︑そしてアフリカと中南米がほぼ同数︒伝

ト教週間があり︑比較的最近できたものに環境週

﹁修士(平和研究)﹂という学位を取得します︒

一つ︑タイのチエラロンコーン大学に修了証を出

統的に︑北米からの留学生が多かったのですが︑

間と言いまして︑環境問題を考えようという1週

さて︑平和センターですが︑今︑アメリカには

すプログラムがあるのですが︑ここでは修士号は

最近はアジアからの学生を︑力を入れて増やして

間があります︒それらに続き︑第三の週間として

しかし︑ロータリーのようなプログラムがなけ

でも構いません︒行動を通して平和を考えるイベ

もいいのです︒﹁平和﹂を考え︑映画を見ること

トを与える活動となっています︒

す︒毎年︑平和フェローには非常に強いインパク

取れません︒

います︒韓国︑中国︑台湾︑香港︑タイ︑カンボ

ピースウイークが設定されました︒どんな活動で

ICUでは2年間大学院に在学し︑平和研究の

ジア︑ネパールなども最近増えています︒
02年の1期生以来︑アジアで唯一の︑修士号取

れば︑今ほど多様なところから︑修士課程の学生

修士号を取るプログラムになっています︒当学は

8年間で︑

得プログラムを設定しています︒ こ の 1

それから︑このロータリーのプログラムの最大

ントを行っています︒

です︒これだけいろいろな国から来ることは︑他

の特徴と言ってもよい︑と思いますけれども︑必

として入ってくる人は︑なかなか少ないものなの

ではほぼあり得ないと思いますので︑たとえ1人

0

160人の学生を受け入れています︒一年に約1

人の受け入れですね︒

平和センター設置校に対しては︑数年に1度︑
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織の在り方なのだと思っております︒

そこで︑量CUです︒2018年の東大の女子

学生比率と女性教員比率は約1 8%︒萱CUの女子

学生比率は的%は超え︑全休のほぼ3分の1の教

員が女性教員︒比較的ジェンダーバランスの良い

大学と言ってよいかと思います︒その大学に︑ロー

タリー平和センターがあるわけです︒

ロータリー平和センターは1996年︑ロータ

リーの創始者ポール・ハリス没後50周年を記念し

て始まった構想︑と聞いております︒ロータリー

財団として︑閏際問題研究のためのセンターを世

界各地につくりましょう︑ということがまず決定

され︑開設に関心を示す大学を具体的に検討︑訪

問されたとのことです︒3年後の99年に︑八つ

の提携大学が選ばれた中で︑ICUはアジアで唯

一︑修士課程を持つセンターとして選定をしてい

ただきました︒提携大学の数は今は七つですが︑

今後も現状に即して変化していくのでしょう︒

センターの正式名称は﹁平和および紛争解決の

分野における国際問題研究のためのロータリー平

和センター﹂︒長いので通称﹁ロータリー平和セ

ンター﹂と呼んでおります︒2002年︑当学に

設置され︑第1期生のフェローの受け入れを開始

しました︒

ICUでは毎年︑4月と9月に2団入学式を行

いますが﹁ロータリー平和フェロー﹂は9月に入

ので︑大変率直に申しまして﹁ロータリー平和セ

学します︒ただ︑私はこの02年に赴任しました

ンターつて何?﹂という感じでした︒でも︑08

年以降は毎年6月の平和フェローの発表会にも必

ず出席するほどになり︑平和センターの歩みと私

の量CU牛沼というのは完全に一致︑特に親しみ
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国際基督教大学提供
2019年のロータリー平和センター年次セミナーで

国際基督教大学( I CU)にはロータリー平和センターがあります。センターでは
どんな活動をしているかを紹介しつつ、本学にとって、このロータリー平和センター

設置指定大学になっているということが、男女を問わず、世界で活橿する人材を育
てていく上でいかに意味があるのか、ということをお話ししたいと思います。

国髄督教大輔学長日比谷潤子

」unko皿biya

現状についてもお話しになりました︒2014

年ノーベル平和賞受賞者のマララ・エスフザイ

(1997˜)さんの︑お父さんの言葉を紹介さ

れました︒﹁﹃どうやって娘を育てたか﹄と訊かれ

て︑﹃娘の翼を折らないようにしてきた﹄と答え

ました︒その通り︑多くの娘たちは︑子どもなら

誰でも持っている翼を折られてきたのです﹂︒入

学式祝辞からそのまま︑引用しております︒

ここの部分が︑私が素晴らしいと思ったところ

です︒それはなぜかと言いますと︑わがICUの

ロゴには占xpandi品Pe置e己iaごと入っている

今後さらに︑社会のあらゆる場面での女性の進出

にありまして︑﹁可能性の巽を広げよう﹂ という

たのは今から3年ぐらい前︒実は日本語の方が先

のです︒ロゴとしてば英語ですが︑日本語を決め

が肝要となります︒2019年︑東京大学入学式

標語をつくったのです︒もちろん︑マララさんの

もちろん︑女の子が巽を祈られないようにしな

で︑上野千鶴子東大名誉教授が述べられた祝辞が

それは﹁これまで皆さんはとっても恵まれてき

ければいけないというのは︑非常に重要なことで

お父さんの言葉﹁娘の翼﹂を耳にするより前のこ

たけれども︑頑張りたくても頑張れない人もたく

す︒しかし︑上野さんの祝辞メッセージのように︑

大変話題になりました︒祝辞内容は多岐にわたる

さんいるのだから︑その恵まれた環境で育ってき

巽を折られているのは女性だけではなく︑いろい

とで︑偶然の一致なのですが︑このロゴに決めて

て得た力を︑ぜひ人々のために使ってください﹂

ろな国の︑いろいろな境遇の中で残念ながら巽を

ものでしたが︑一番のメッセージは最後の部分に

というところです︒そこがメインメッセージだっ

折られてしまった人︑どうしても疲れてしまって

よかっだ︑と本当に思いました︒

たと私は思いましたが︑祝辞の最初では︑東京大

これ以上飛べない︑という人はたくさんいるわけ

割を超えない︑という意味です︒現代でも実に少

あります︒これは︑女子学生の比率がなかなか2

れませんが︑東大には﹁2割の壁﹂という言葉が

きく羽ばたかせることができるか︒ポリオ根絶や

人々が本来持っている翼をどうしたら︑もっと大

の翼の比喩と同じではないか︑と思っています︒

私は︑ローダリ1のこれまでの長い活動は︑こ

です︒

ない︒歴代総長には女性はいない︑というお話も

ないために進めてきたロータリーの活動︑この組

ロータリー平和センターの活動などは︑翼を折ら

上野さんは︑少ない女子学生が撞かれている

ありました︒確かにその通りです︒

この会場に東大出身の方もいらっしゃるかもし

学入学者の女性比率に触れられました︒

あったと私は思います︒

現代は︑まだまだ女性の活躍が少ない世界です︒

重C日とロータリー

田C宙
世界で活躍する人材
ロータリー平和センター
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国際ロータリー第2590地区
2019年10月2与目

地区大会掃滅要旨

Network
Media
Giobai
Rota「y

11月はロータリー財団月間です
11月2へ8日は世界インターアクト週間です

世界で活躍する人材
ロータリー平和センター
◆国瞭基督教大学丁CU)前学長日比谷潤子

シリーズこの人訪ねて

⁝⁝⁝⁝⁝伺8

島田RC(纂2620地区)

1

祐子

⁝⁝⁝⁝⁝⁝伺7

1

1

敬

横松

選

⁝⁝⁝⁝⁝倒7

1

握影・佐藤

河村隆夫さん
記事・村井垂俊

卓話の泉
色彩の効果

倒72

◆長谷 川

選

⁝⁝⁝⁝⁝⁝伺7

私の一冊

ロータリー俳壇

◆馬場 あ き 子

選

岐阜南 広瀬之彦

ロータリー歌壇

◆てじま晩秋

権

ロータリー柳坦

伺6︒

東京宮崎幸雄

友愛の広場
私たちはなぜ︑奉仕活動を行うのか

薫

杉戸栗原偉憲
横浜港北桑原

変化の先頭に立つこと
ロータリIの法則

コロナの 時 代 を 生 き る

丸亀横田静男

ほほ笑みと祈り

船橋安村

望

﹁四つの初めて﹂が勢ぞろい

白根竹内一線

ロータリー・アット・ワーク⁝⁝⁝⁝囲6う
これで介護も軽やかに

介護用支援機材を寄贈

高崎南・高崎セントラルロータリークラブ

甘木/熊本西南/沼津北/松浦/広島北/

柴田/熊本中央/観音寺/勝浦/島田/須賀川/
大宮西/八戸西/結城/大隼田・大牟田北・

倉吉土天神復活プロジェクト

敦賀

倉吉

大牟田南/京都イブニング

高校生諸君-・本番に向けて頑張れー・

桐生西

高崎シンフォ二-

コロナ禍での模擬面接

準備は万全に

清水善道ゆかりのコートにベンチを寄贈

常陸太田

第2730地区

新潟束

鹿児島西

安芸

金沢書林坊

明石

東京板橋セントラル

産学官の連携に期待

42年続く中学生ソフトテニス大会

鹿児島大にクラブ誕生
人材育成に︑新しい風を

毎月1回の学習会が与00回を迎えました
児童義護施設卒園者の自立サポート

創立70周年記念事業で地元ゆかりの作品レプレカ

アートマスクでコロナ禍での支援

友好クラブから託されたロータリー愛

彰

五十嵐仁之
箕牧

加藤光峰

﹁秋の夜長﹂

声8月号の感想

表紙

表紙題字

表紙レイアウト

◆表紙については横組み49ページを参照っ

◆本誌中のRCはロータリークラブ︑R-は国際ロータリーの噂です︒
◆横組みの日次は︑反対側の表紙を開いた4˜うページにあります︹◆本文・写真などの無断転載・複製を禁じます︒
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{霊豊国

03-3436-5956
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(購読・注文)

keiri@rotary-nO-tOmOjp

(本誌の内容・投稿)

hensyu@rota「y-nO-tOmOjp

編集部メール
管理部メール

Fax.

03-3436-6651

Tel.

特別雲霞老人ホームの平穏な日々
◆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

t]-9ウニ蒜友田譜嵩
∴∴
CON丁EN丁S

造幣
軸

共に
ローダ)-と/

変えていこう
世界中の地域社会で「よいこと」を行うために、会員が力を合わせるのかロータリー。

私たちが住む街で青少年の育成から起業家の支援までさまざまな活動を実施しています
「世界を変える行動人」である私たちが目指すのは、地域社会をもっと良くするために
Rotary.orgからあなたもご参加ください。

Rotary

世界を変える行動人

ちから

をつなぐこと。

