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対面でなくても実現し
ているのです」
-Liza

Larson

「新型コロナの流行
が始まった時、私はク
ラブ会長を務めていま
したが、会員の多くが

まだZoomは使って

いませんでした。初め
てZo○mで行った例

会では、与3人の会員

のうち参加したのは
10人だけ。そこで私
は世界中から卓話者を

招き、クラブの会員に

語ってもらうことを考
2020年は、人々の生活が大きく変わった年でした。

えました。多くのロータリーリーダーやロータリー平

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)は

和フェロー、さらにはホルガ一・クナークR

多くの人々に苦難をもたらし、私たちの生活を変えま

でがオンラインで私たちの例会に訪れ、話をしてくれ

した。それでも、この試練もなんとか乗り越えてきま

ました。例会の出席率が高まる-方で、食事がなくなっ

i会長ま

した。それは、ロータリーがいつもしているように、

たため運営費が削減できました。勤務地が遠く例会に

お互いに手を差し伸べ合ったからです。日を追うごと

出られなかった会員たちも、再び参加するようになり

に、私のロータリーを誇りに思う気持ちが増していき

ました。

My

Rotaryにオンライン例会を登録すること

で、世界中のクラブと交流が生まれ、クナークR

ます。

ロータリーはパンデミックに際しても立ち止まりま

i会

長が登壇した合同例会には300人以上の訪問者が出

2020年を大きな変化の力になっ

席しました。また、訪問者が私たちのクラブのプロ

た年として記憶にとどめようと思います。障害を取り

ジェクトに寄付してくれたため、資金も以前より集ま

除き、新しくつながる方法を見つけだし、オンライ

りました。皆にとって柔軟なクラブであり続けるため

ンでのプロジェクトやバーチャル形式の募金活動な

に、今では対面とオンラインのハイブリッド型で例会

ど新しい様式の奉仕活動を積極的に取り入れました。

を行っています。私にとって、

ロータリーが今年、以前にも増して強固になったこと

い友との出会いがあり、ロータリーに入会以来、寅高

を物語るストーリーを、

の年となりました」

せんでした。私は、

2人のロータリアンに話して

2020年は多くの新し

-BIessing

Michaei

もらいましょう。

こういった話を伺うと、今後のロータリーにますま

「活動自粛になった時、私たちの新しいEクラ

す期待が高まります。ロータリーは新型コロナを乗り

ブはすでに国際奉仕を含む活動をオンラインで

切っているどころか、この危機にます.ますカを得てい

行っていました。私はさまざまなクラブに所属す

るのです。たとえパンデミックの最中でも、ロータリー

リーザ・ラーソ

る14人の女性ロータリアンと一緒に、

WhatsApp

が機会の扉を開き、成長し、人と人をつなぎ会員と地

(無料メッセージアプリ)を使ってコスタリカの崖村

域社会に働き掛ける姿を、私は目の当たりにしました。

ロータリー
ン
Eクラブ・エンゲー

に暮らす女性の起業家たちにメンタリングを実施し、

ラッツェブルクの自宅から、スザンヌとともに皆さ

Tou「sの支援

んとそのご家族にクリスマスのごあいさつを送りま

を行いました。この事業は拡大し、今では30人のロー

す。よいことがきっとあるであろう2021年が待ち遠

タリアンがコンサルティングを行い、

しいです。

彼女たちのエコツーリズム事業、

ブサイトやS

RETUS

Rと丁USのウェ

ジプラノイースト
RC

(テキサス州)

NS運用を手伝っています。大事なこと

は、彼女たちとの絆を深め、彼女たち自身の人生を変
える後押しをしてきたことです。しかもオンラインで

HOLGER

KNAA⊂K

2020-21年度国際ロータリー(R

プレッシング・

i)会長

マイケル
ポートハーコート
ノースRC(ナイ

行っているのです。コスダノカの女性たちとの取り組

みにはまだ実地での活動が必要な部分もありますが、
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大人の着こなし図鑑(り

1月号主要記事予定

●日本ロータリー分布図/奥付
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●本誌中のRCはロータリークラブ、 R iは国際ロータリーの曙です。
●縦組みの目次は、反対側の表紙を開いたページにあります。 ●本文・写真などの無断転載・複製を禁じます。

12月は疾病予防と治療月間です

来年6月12˜16日、ロータリー国際大会が台湾・台北で開催されます(関連記事P22へ31、

P42へ4う、

P61)。写真は龍山寺。台北最古のお寺

で、放言博物院などと並ぶ観光名所にもなっています。
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(熊本江南)

与

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

て、お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き

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

ました。ロータリーとは集会を各自の事務所持ち回りで順
番に開くことから名付けられたものです。
こうして1905年2月23日にシカゴロータリークラブ

が誕生しました。

それからは、志を同じくするクラブが、つぎつき各地に

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36,350、会員総数1,194,505人(2020

年10月19日RI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

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

(大正9)年

仕する機会としてロータリアン各自の職業

10月20日に創立された東京ロータリークラブで、翌

を高潔なものにすること;

1921年4月1日に、世界で855番目のクラブとして、

国際ロータリーに加盟が承認されました。

第3

仕の理念を実践すること;

リスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大に

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

ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉

日本でのロータリークラブ設立については、ポール・ハ

情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリー・ペリーと、

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

第4

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

その後、日本のロータリーは第2次世界大戦の波に洗
われて、

1940年に国際ロータリーから脱返します。戦後

四つのテスト

1949年3月になって、再び復帰加盟しますが、この時、

復帰に尽力してくれたのが国際ロータリーの第3代事務総
長ジョージ・ミーンズでした。

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚まし

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.好憲と友情を深めるか

りました。現在、日本全体でのクラブ数は2,238、会員数

4.みんなのためになるか どうか

86,451人(2020年9月末現在)となっています。
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イギリス
2020年10月現在、ロンドンではオンラインで例会が行われています。

カナリー・ワーフ・ロータリークラブ(RC)の会員は、アフリカ、アジ

アなど ヨーロッパ以外の出身者の比率が高く、会員の年齢層は、 40へ
60代が大半です。チャリティー文化が根付くイギリスでは、ロータリア
ンに限らず多くの人たちがいろいろな形で日頃から人々に貢献する活動を
しています。新型コロナウイルス感染症の影響で生活が変わった人も多い

と思いますが、私たちロータリアンは今までと同様、できる範囲での奉仕
を日々心掛けています。

クラブが奉仕と同様に大切にしていることは親睦です。オンライン例会

のため対面で会う機会は減りましたが、運動がてらに公園に散歩に行く時
には声を掛けるなど、工夫して会う機会をつくるようにしています。仕事

や家族の事情でイギリスに戻っていない会員や、航路の不通や入国制限の
関係で家族が離れ離れになっている会員もいることから、一日も早くみん
なが再会できる日が来るのを願っています。
カナリー・ワーフRC/廣綱

令和2年12月号

ロータリーの友
も,十三/

晶子
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インド
インドでは、ほぼ全てのクラブがオンライン例会を
行っており、多くの会員や地区のリーダーに好評です。
その理由の一つが、旅費がかからないため、世界中から

優秀なスピーカーの卓話を聞くことができるからです。

例えばマドラスRCば、バングラデシュでグラミン銀
行を設立、マイクロクレジットの創始者としても知られ
る、ノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス氏を卓話者として迎えました。
ボンベイRCはインドで2番目に古いクラブで、

315人の会員を擁し

ています。クラブが創立ざれた91年前から、ムンバイ(旧ボンベイ)の

象徴でもあるタージマハル・ホテルで、毎週火曜日に昼の例会を開催して
きました。パンデミック(世界的大流行)が起きてもすぐにオンライン例

会に切り替え、休まず開催してきました。ただし出席者は90へ100人
ほどです。

「他にも音楽の演奏、ロシアやスロバキアなどの風光明媚な国

や都市へのバーチャル海外ツアーなど興味深い話題で親睦を深めてきま
した」と話すのは、元クラブ会長のサンディップ・アガルワラさん。全く

会えなくなるよりは、少なくともバーチャルで会えることをみんなで喜ん
でいます。

『ROTARY

NEWS』

(インド)編集長/ラシーダ・バガット

ヽ

ドイツ∴・
ドイツでは3月23日からロックダウン(都市封鎖)が始まり、
地区の行事やクラブの例会もオンラインになりました。地区内57
クラブ中52クラブ91%というオンライン実施率の高さの理由は、

ホテルや飲食店は全て休業、公共の場や自宅では最大2家族まで
しか集まることが許されていないため、オンライン以外に集まる方
法がないからです。

ミュンヘンババリアRCの会員数は60人。平均年齢は58歳、
80代の会員もいますが、オンライン例会への抵抗や反対はありませんでし
た。規制緩和が進み、

7月から対面式例会とオンライン例会のハイブリッド

式例会を始めました。久しぶりに例会に足を運ぼうとしていた矢先に、ザル
ツブルクRCの例会でコロナ感染者が出ました。ロータリークラスターと呼
ばれ、新聞やテレビで大きく取り上げられました。そうこうしているうちに、

再び感染が拡大し、規制が強化され、例会は再びオンライン例会だけになり
ました。

第2波ではマスク未着用の罰金は250ユーロ(約3万円)に値上がりし、

複数回違反した場合は500ユーロ(約6万円)が課せられます。ヨーロッ

パでは罰則付きの規制にしないと国民は規則を守りません。ドイツでも行動
の自由を主張して、

6月以降は各都市でコロナ規制反対デモが開催

されました。自己主張が強い国民性です。

コロナ禍以前は当たり前のように行われていたロータリー

の行事、奨学生の留学や青少年交換の派遣は不可能となり

ました。もし、私の留学が実現しなかったらと想像する
と悲しくてたまりません。ロータリーのおかげで留学が
実現し、すぼらしい経験をさせてもらったことを改めて慰
謝しています。
ミュンヘンバl単ノアRC/

元ローダノー財団国際親善奨学生・栗田ゆかり
ロータリーの友

子・・了

感染者の少なさが幸いし、

8月からは

みんなで集まることができた

アメリカ
私の所属するユタ州プロポRCは、毎週木曜日の12

時からゴルフ場のクラブハウスで例会を行っています。
会員数は45人、平均年齢は50代後半なので、日本に

多くあるロータリークラブに近いスタイルかもしれませ
ん。

コロナ禍の影響で、私たちのクラブでは3月から7
月までオンライン例会をしました。最初のうちは使い方
がうまく分からずに、参加したくでもあたふたしている
うちに終わってしまう会員もいましたが、あまり気にせ

ず、次回の例会こそは参加しようと、旺盛なチャレンジ
精神で臨む人が多かったでず。
8月からは通常の例会を行っています。ユタ州は他州に比べて感染者が少

なかったこともあり、特にプロポは田舎町でもあるので、例会場までの行き

帰りにはマスクを着けていますが、例会中は外して行っています。大胆に思
われるかもしれませんが。

ロータリーでは会員同士の親睦が最も楽しく、大切なことでもあるので、

通常例会に戻ったことを喜んでいます。クラブでは年に1度、例会場での
ゴルフ例会、冬になるとスキー例会を行っています。このような例会ならコ

ロナ禍でも開催できそうな気がしています。残念ながら人と接するような活
動は今のところできないので、現在の奉仕活動は寄付が中心になっています。
プロポRC/ディーン」.ジャクソン

ブラジルー…○○…-一〇

田園∵

新型コロナの感染が拡大した3月中句、全てのクラブがオンライン例会を導入し
ました。時事問題やロータリーをテーマにした卓話を基に、人道的なプロジェクトに

ついて、またその実現のために必要な資材を集めることについて話し合ったり、国際
ロータリー(R量)会長テーマや、地区の目標を達成する方法について討論したりし
ます。

施設に寄付を届けるといった奉仕活動がある場合には、ソーシャル・ディスタンス

を保って少人数で参加します。パソコンが苦手な会員もわずかですが在籍しており、
例会への参加から遠ざかってしまっていますが、再び参加できる時を待っています。
新型コロナの影響で、むしろできるようになったこともあります。他のクラブの例

会に参加することも容易になりましたし、ブラジルのR量理事や財団管理委員の講演
会に出席することもできるようになりました。また、財団地域コーディネーターなど

のR量役員らを例会に招き、講演してもらうこともできます。これはロータリーの存
在感をより大きくしていると思います。

また、今年度の地区の研修は全てオンラインで実施されました。予定よりも時間を
延長して議論を深めたり、新しい議題を追加したりすることもできました。ロータリー

研究会もオンラインで実施され、出席率が向上し、ローターアクターやインターアク
ターも参加しました。ブラジルには心温かい国民性がありますが、ソーシャル・ディ

スタンスの確保のため、ハグすることができません。しかし、このような困難にもか

(○

iStock.c°m

Medina

かわらず、ロータリーは適応力、忍耐力、そして形式ぼらないバーチャル方式の採用
などで、多くの学びをもたらしてくれました。
リオ・クラロ・シターデ・アズールRC/カルメン・クライナー

令和2年12月号
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国際奉仕活動を実施するには、クラブに嵩綜な資金が
あって、語学が堪能な会員がいて、現地の事情に詳しい会
員がいて…・・。そんな条件が必要だと思い込んでいません
か?厚木県央ロータリークラブ(RC)は創立20周年
を迎えたことを機に、

2018年からラオスで、クラブ初と

なる国際奉仕活動に着手しました。コロナ禍で海外での活
動が制限される今こそ、厚木県央RCの活動を例に、コロ
ナ収束後を見据え、国際奉仕の計画を進めてみませんか了

国語曜囲

∴醸
Peopぬof

Action

珪少

もi少声十

ロユタリークラブ 松本

豊

Cは2018年に創立20

の村へ訪問診療に出掛けるなど、並大

周年を迎えたのを機に、初の国際奉仕

抵のことでは決してできない奉仕活動

活動として、ラオスのルアンパバーン

だと心を動かされました。

厚木県央R

にある小児病院の支援プロジェクトを

実施しました。きっかけは、知り合い

圏

のロータリアンから、
Point

NPO法人が運

言葉が通じても、きちんとした支

2回目

2018年に初めて現地を訪れた際、

営するラオ・フレンズ小児病院で活動

現地と日本の例会場をインターネット

をしている看護師、赤尾和美さんにつ

でつなぎ、同時中継で例会を開催しま

いて聞いたことです(白寿,Point宣)。

した。ラオス訪問会員が現地から点

決め手となった理由

1頼りになる人がいるか

1回目の経験を経て、

第一に、同NPO法人は、小児病院

鐘、立脇孝二会長(当時)と赤尾さん
の対談を例会場のスクリーンで流しま
した(蔚Poi皿t2)。支援活動としては、

を恒久的に支援するのではなく2025

点滴用シリンジ(注射筒)を寄贈。こ

年をめどに、県立小児病院として引き

れは赤尾さんからのリクエストの一つ

渡すことを目標とし、治療だけでなく

で、できるだけ多くの子どもを救える

現地の医師の教育も行っています。そ

もの、という理由です(田Point3)。

のため私たちも期限を定めた支援活動

そして2回目は、病院についてよ

2現地とクラブ例会をつなぐ

ができ、奉仕活動の目標達成が確認で

り理解を深め、今後、ロータリー財団

もし時間が合えばオンライン例会

きると思いました。

の補助金活用の対象になる可能性を図

援ができるとは限りません。現地
の事情に詳しい人にプロジェクト

に関わってもらうと、いろいろな
情報をもらえます。

で、現地から活動の報告をしてみ
ては?

臨場感あふれるリポート

で、現地に行けなかったクラブの

仲間の理解を深められることで
しょう。

3どんなものを支援するか
今回はクラブ独自のプロジェクト

だったため、クラブの判断で支援

第二は、間に入る機関がないことで、

るべく、

2020年2月20日から現地

事務経費などがかからず、寄付金の全

に赴きました。本来なら9人で参加(会

てが子どもたちのために使われ、かつ、

員数38人)の予定でしたが、新型コ

クラブ予算内で子どもたちへ提供する

ロナ禍の影響により、

医療物資が1年間分寄付できるため、

ことに。安全管理上の問題、感染症対

限られた資金で多くの子どもの命を教

策、プライバシーの確保などの理由で、

えます。

活動に制限がありました。

第三は、赤尾さんの人柄と情熱です。

5人で参加する

前回に引き続き、点滴用シリンジを

物資を決めましたが、グローバル

海外から参加している医療スタッフが

提供。今回はクラブ予算から2,000ド

補助金、地区補助金を使う場合、
支援の内容に制約があることがあ

全員ボランティアという点にも感銘を

ル分を拠出しました。これで1年分使

受けました。日本人看護師は赤尾さん

えるとのことです。この他にも会員が

ります。

一人しかおらず、そんな中でも山間部

折った千羽鶴やおもちゃを持参。その

10
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あれれ、一人だけおそろいのシャツを着てない人が!
会長を経験して、おなか周りも成長?了?

現地のシャイな子もにっこり

高畑幸夫会長工レクトの棒読み紙芝居をブイ君が通訳。 「ブイ君がそのまま読
んだ方がよかった」などと言ってはいけません。効果音担当は関原敏文会員

資金は、地元の駅前で行った街頭募金

に積極的に参加。楽しんでもらえたと

と会員からの寄付金を活用しました。

実感しました。持参したおもちゃは、

単に手渡すだけではなく、コミュニ

現地のことを知る

早起きして僧侶の托鉢も見学

井貴明会長から赤尾さんに支援目録の贈呈

ケーションが取れるよう、ゲームの景

4現地のガイド
例えば現地にいる米山学友に連絡
をしてみませんか。協力してくれ
るかも。母国での日本のロータリ

現地に着くと、赤尾さんが出迎えて

品として渡しました。ただ予想外だっ

アンの活動を知ってもらえるいい

くれました。ラオスの医療機関は非常

たのは、喜ばれると思ったカプセルト

チャンスです。現地の米山学友に

清勝毒す。この小児病院は県立病院

イは不人気で、シャボン玉セットが好

連絡を取ってみたい場合は、米山

の敷地内にあるため、万が一、クラス

評でした。

記念奨学会にお問い合わせくだざ

ターが起きてしまうと容易に医療体制

子どもたちとの交流後、病院内を見

が崩壊してしまいます。そのため、マ

学しました。患者数に対してスペース

スクを着用するよう厳しく言われまし

不足を感じました。患者が多いため、

た。ガイド兼通訳としては、日本語が

廊下などにもベッドが置いてあり、病

堪能なブイ君がサポートをしてくれま

院の軒下で毛布を敷いて仮眠を取って

した(夢Point4)。

いる付き添いの家族も……。

今年から始めたという院内農園も見

いよいよ活動開始

与

ローダノーの公式ロゴ

せっかくロータリーの活動をする
なら、ロータリーの公式ロゴ入り

のシャツを着たり、風船を配った
りして、ロータリーを現地の人に
も広報しましよう。

学しました。この農園は食料の自給に

より病院の食費を節約するとともに、

6地元で問題点を発見

たおそろいのシャツを着て活動する予

栽培した作物を販売し、病院の運営費

クラブで支援したいことが決まっ

定でしたが、立脇会員は会長時の緊張

用に充てることも目的としています。

たら、地区補助金もしくは、グ

から解放され、心も体も緩んだのか

クラブでは今後、医療支援とともに、

ローバル補助金の活用を考えてみ

サイズが合わなくなり、

農業指導も奉仕活動の一環として検討

ては?クラブが単独で実施する

したいと考えています(辞Point6)。

支援より、支援の可能性が広がり

全員、ロータリーの公式ロゴが入っ

1人、ロータ

リーの公式ロゴは付いているものの別

のシャツで参加することになりました
(EデPoint

ます。

活動が終わって

5)。

7観光

病院に到着後、すぐに活動開始。今

最終日、ルアンパバーンの街の雰囲

回のテーマは「子供たちに笑顔を届け

気を満喫しました。世界道産にも指定

る」です。病院で過ごす子どもたち

されているこの街は、メコン川に画し

大切なこと。地元の貨幣価値、地

のために、輪投げと紙芝居を持参し、

た仏教の聖地。まだ夜が明けない頃か

元の人がどんなものを着て、どん

赤尾さんの指示に従い準備しました。

ら僧侶が托鉢に町を歩く姿を見ること

なものを食べて、どんな剥こ住ん

シャイな国民性と言葉の壁があり、最

ができます(田Point7)。

でいるのか・…。ゴルフは少しの

初は遠慮がちだった子どもたちも次第
令和2年12月号

(第2780地区

神奈川県)

せっかく現地に来ているのですか
ら、地元の雰囲気を見て回るのも

間、我慢。
ロータリーの友
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4-①「2020年1月1日時点」と比較し、会員数に増減は
ありましたか? (回答時点の数)

4-②「会員数が増えた」

「減った」クラブへ。その理由

に、新型コロナの影響があると思いますか了

(回答数1,244)

呼野

6月末の会員数推移(199与年へ)
※最多人数は13万1,342人(1996年1

1月末)

(∠O﹁o′

2014

2013

(∠O12

2008

(∠006

200-⊃

200(j

2004

2002

(∠001

2000

1・o/99

1oノ98

1oノ〇一一〇

﹁I997

l°ノ9-.⊃

幽囚

獲2018
臆2017
12016
臆201与

7

万

臆2011

8

万

臆2010
臆2009

9

万

臆2007

0

万

6万

(ロータリーの友事務所調べ)

※第2750地区パシフィック・べイスン・グループの人数を含む
12

ロータリーの友

2020

VOし.68

NO.12

与-①会員維持(退会防止)のため、どのような工夫が必要と考えられますか?

(複数回答可。回答者の主観も含む)

会員の相互援助(経済面も含む)

新会員の勧誘

会員同士のコミュニケーションを図る機会を増やす
奉仕活動の充実

現状のままでよい。新しいことをする必要はない
分からない
その他
2与0

0

(回答数1,243)

500

750

1

,000

コメントより

会員同士のコミュニケーションを図る機会を増やす
●こういう時だからこそ、できる範囲で会員間の親睦を図る(鹿児島・加治木RC)
画(東京王子RC)

Oクラブの中で役割を担ってもらう(東京小金井さくらRC)

●オンライン飲み会などを企
O会員同士の親睦の機会を確保

し、絆を深めることが大切。またカウンセリングやコンサルタント機能の整備などを、地区で検討してはどうでしょ

うか(新潟・新津RC)
る(埼玉・行田R

⊂)

ようにする(福岡東RC)

●魅力ある例会の企画。全員参加型の例会にし、会員の帰屈性を高め

●可能な手当てには限界もあるが、退会の兆候をつかんだら早めに相談を受けられる
O同好会を増やす(和歌山・岩出RC)

会員の相互援助(経済面も含む)

現状のままでよい。新しいことをする必要はない

●会員同士で助け合えることや会員企業で
紹介できることがあれば、幹事報告で報告

●今年度は充電の年と捉え、無理に活動を
することは控え、コロナ収束後にどういう
奉仕活動が可能か考える(千葉・松戸西R

しています(愛知・名古屋中RC)

●休会

制度を整備するとよいのでは。再度入会時に入会金免
除などの特典をつけては(岐阜・美濃加茂R
●会費の減額(岡山旭IIiR

C)

C ) ●事務処理能力がある会員や事務局に負担がかか
るので、それを配慮せず新しいことに取り組むことは控

えるべきである(新潟・長岡東RC)

C)

雪

その他
●新会員のロータリー教育。家庭集会などの充実(兵庫・津名R

C)

●スポンサーが退会した会員と

の親睦を深め、適切な関係を維持していくことが必要。機会があれば再入会してもらえるように、連絡を取れる環
境づくりが重要(福岡・八幡西R⊂)

●会員の高齢化が進み、病気・死亡などで会員が減少している。元会員の会

社の役員などを会員候補者として考えている(北海道・留辺薬RC)

●会員が高齢を理由に退会した場合、

後継者を自動的に推薦する仕組みが必要。会員選定に対するクラブ内の基準を決定することも必要だと思
います(三重・松阪RC)

●メディアなどを活用した地域への活動に関する情報公開(福岡東南RC)

例会の併用による参加負担の軽減(長野北RC)

●リモート

●研修の充実。ロータリーの精神をもっと深く学ぶそれにより

ロータリーを通した人格の高まりを会員が実感すること(神奈川・横浜田園R

C)

現在の所在地域に近隣地域を追加し、幅広く勧誘できるようにする(栃木・益子R

●最近の企業活動は広範囲なので、

C)

●若い会員のフォロー(静岡・

三島西RC)

令和2年12月号

ロータリーの友

全国の口二年

リアンに

毒説けたいこと!

ロータリーの本来の目的として、ロータリーの精神に賛
8月号・9月号を読み、日本

同し入会してきた会員を社会人として、職業人として、高み

のロータリークラブ数と会員数の大幅

へいざなう使命があるはずです。ロータリーの目的に共鳴

な減少にがくぜんとしました。コロナ真っただ中とはい

し、入会してきた人の退会を座視するのはなぜでしょう?

え、わずか1カ月で10クラブ、2,919人の減少(世界ではう万

R

2,362人波)。2,919人といえば約30人のクラブが100ク

担金の確保のためだけに会員の尻をたたいているのではと

ラブ消滅したことになります。国際ロータリー(R

i)は会

勘繰りもします。増強と減少は表裏一体の関係であるはず

員増強を声高に叫び、クラブはそれに踊らされるかのよう

です。減少を放置してはいけません。増強だけを目的とし

『友』

Iは増強の目的を見失っていないでしょうか?人頭分

に必死に増強を試みている昨今、驚轡のニュースです。日

てもいけません。ロータリーの本来の目的に立ち返り、会

本のロータリーはこのニュースをサラツと流して危機とし

員増強をしなければなりません。皆さんはどうお考えで

て取り上げないのはなぜでしょうが?

しょうか?

与-②現時点の、具体的な会員維持(退会防止)方法を教えてください。

武司

(東京八王子東RC・山本

※投稿より)

(代表的なものを一つ選択。予定も含む)

会費を下げた(-部会員の会費免除なども含む)

親睦を深める機会を増やした
クラブ細則を変えた
特になし
その他
200

400

800

600

(回答数1,247)

純増21人に安堵と興奮
堀井

高田RC

『友』

9月号横組みP50

「お知らせ」欄に、

6月末の地区別クラブ数・会員数一覧表が、

靖功

2020年

2019牢6

月末の会員数とともに掲載された。年度末の数字であり、
2019葛20年度の会員増強の取り組みの結果ともいえ
る。全国34地区中、第2540地区(秋田)、第2560

地区(新潟)の2地区の純増が読み取れた。

コロナ禍のこともあり、純増を声高に自慢するこ
とではないが、年度後半の状況からして21人の純増
(2,048￣霊p69人)が当地区で果たされたことにば

関係者の安堵というか興奮が伝わってくる。大谷光夫ガ

げ切りだった」と、コロナ禍の会員増強活動を「関係者

バナー(高田RC)はもとより、会員増強・地区拡大委

の団結の結果」であると、成果を振り返った。

C)の卓話タイムでの熱

もう一点は、大谷ガバナーの強力なリーダーシップで

気あふれる呼び掛けは、ユーモアと同時に鬼気迫るもの

「高田さくらロータリー衛星クラブ」が今年1月に創立

があり、結果として地区内56クラブ中、

し、

員長の熊木繁雄さん(直江津R

21クラブが

純増を果たしたことにつながったものと思う。

熊木委員長は「ガバナーが掲げた目標に近づけたい、
との思いだった。スタートダッシュが功を奏し、先行逃

15人の参加を得たことも会員増強の大きなうねり

となった。今後の当クラブの活動の幅が広がるものと、
期待している。

(第2560地区

※文中の役職は当時。会員数は『友』

新潟県)

10月号の修正を加味。

与-③「親睦を深める機会を増やした」クラブへ。その内容をお書きください。

(回答数228)

鬱麗 酸 擬 醗 酵 鬱 繋

さ掛け

寝間倒会、家康会、同好会などを増やした

●積極的にあいさつし合う。報告が終わっ
たら盛大に拍手(奈良・やまとまはろばR

●事業計画作成時、マンネリ化を減らすよう
「外に出て行う例会」を増やした。コロナの影

⊂) ●例会受付の準備にできるだけ多くの会員が
参加し、例会前から積極的に会話して親睦を深める。

響でできる・できないは別として、前向まな計画を立
てた(愛知・田原パシフィックR⊂) ●I DMや夜

騒一環馨鬱擦轡浮草--

開始直前に来て食事だけして帰ることがな

間例会を増やした(和歌山アゼリアRC)

磐輩と譜を鰹豊漁満塁;

●クラブ協議会などを夜例会にした(秋田・本荘RC)

●例会がなくても顔を合わせる機会をつく
るよう互いに努力した(埼玉・所沢東RC)

●コロナ対策と逆行しますが、情勢を見ながらレクリ
エーションなど会う機会を増やしています(福島・南相
馬R⊂) ●iGMの開催を増やす予定(岐阜・可児R

●メールなどでの交流を積極的に行う(三重・久居R

C)

C)

岩国西R

●欠席がちな会員と積極的に交流を持つように

した(佐賀・伊万里R⊂)

●会報を届ける。所属委

員が声を掛ける(青森・八戸西RC)

●クラブの近

●ファイヤーサイドミーティングを増やす(山口・

C)

●退会した会員なども夜間例会や移動例

会に誘ってみる(東京飛火野RC)

●数年未開催

だったファイヤーサイドミーティングを復活

況をニュースとして会員に定期的に提供(石川・金沢

させる(大阪・池田くれはRC)

北RC)

勤者の集いなど、同好会の活動機会を増やした(秋田東

名西RC)

●休会中の戸別訪問、電話連絡(三重・桑
●退会をにおわせる会員に炉辺会合の出

席を促し、その場で説得に当たった(兵庫・三田RC)

RC)

●ゴルフ、転

●昨年から月1回を夜間例会に。席をくじ引き

にし、毎回同じ人と隣同士にならないようにした(山梨・

大月RC)

●例会プログラムに「ロータリアンのたし

なみ」と称してミニ勉強会を創設。

「食後の-服」コーナー

として、会員に内容自由の1分間スピーチをしてもらっ

新会員・高齢会員のサポート

ている(福井南RC)

●ロータリー歴の浅い会員へのシニア会員の卓話を増

丁￣￣

￣-

やして世代間交流を図ると同時に、クラブの歴史や
ロータリーの勉強会を実施予定(群馬・中之条R

C)

●ファイヤーサイドミーティングの他、この1年

間の新会員からの率直な感想・意見を聞く
特別懇談会を開催(岩手・盛岡中央RC)
●ロータリー情報に関する例会卓話を増やし、ベテラ

ンと若手がコミュニケーションを取りやすいように工

夫(福岡東RC)

親睦委員会が主催する会合の回
数を増やし、コミュニケーションを図る機

会を増やした。会員歴の浅い会員が多く、例会
では孤立感があったが、例会以外でも顔を合わ
せるうちに親密さが増し、委員会活動も活
発になった(岡山・津山西RC)

●新会員主導の事業を計画

震課篭荒島需豊鶉藷
で矧日会員の交流を図った(小倉西R⊂)

●入会年

発言の機会を増やした

数の浅い若い会員に、積極的にゴルフ会や野球部など

●外部卓話をやめ、全会員に例会で10分間スピーチ

の趣味の会に参加してもらい、交流する機会を増やし

をお願いし、個人の意見や主張を述べる機会をつくっ

ている。また年配ベテラン会員とも積極的に会話をす

た(岐阜・多治見リバーサイドRC)

るよう指導している(三重・伊勢中央RC)

会員が例会で発言する機会をつくった(東京品川R

●高齢で車を運転できない会員を他の会員

●委員会の会議を増やし、会員のスピーチを多くした

が交代で迎え庸子く(北海道・北見束R⊂)

(静岡・浜北RC)

●より多くの
C)

●会員卓話を増やしたり会員企業

への職場訪問例会を増やす計画を立てている(宮山大
手町RC)

令和2年12月号

ロータリーの友

1与

与-④「クラブ細則を変えた」クラブへ。具体的にその内容をお書きください。

(回答数103

出席規定などを変更した

例会の回数を減らした

●退会防止にもなると考え「理事会が正当かつ

●会員負担減と感染拡大予防のため月に1度休会

十分な理由を認めた場合、該当会員の欠席と会

とした(茨城・石岡RC)

費を半額にすることができる」とした(神奈川・

ので出席率向上と、会員増強のアピールとするため、例会の
回数を月4回から2回に変更(大阪フレンドRC) ●昼例

相模原中RC)

●コロナの影響による退会者

会の出席負担を軽減するため、例会を月4回(昼
3夜1)から月2回(昼1夜1)に変更(宮城・亘

を防ぐため、休止会員制度を設ける(大阪南R
C)

●出席免除規定を緩和した(岐阜南RC)

●オンライン例会を出席と見なす(埼玉・幸

手中央RC)

●会員身分に「休会会員」

●現役経営者の会員が多い

理RC)

÷

●出席しやすさと負担軽減のため、例会数を月2

回以上とした(千葉・市原R⊂) ●出席率向上と会費節約の
ため、例会を月3回に変更(大分・日田中央RC) ●例会回

を追加。コロナ禍で大きくダメージを
受けた業種の救済制度として追加(北

数を減らし、出席しやすい夜例会開催に切り替え(鹿児島・吉

海道・北見西RC)

もつきR⊂)

会費の免除・減額
●新型コロナによる影響が大きい業界で働
く会員の、今年度の「年会費半額、納付期

限半年延長」を実施。対象者は3へ5月(

謹半詳言‡諾諜…
きない会員のため、

「被災会員」を会員身

正会員特別措置 対象となる新会員の入会条件緩和
同一企業、家族および後継者、若年層のクラブ会員入会による基盤拡大
を図るため、以下の特別措置を設ける
①本クラブの主たる正会員の同一企業の者。
②本クラブの主たる正会員の三親等以内の者。
①、②に該当する者の年会費を正会員の半額とし、入会金を0円とする。
(東京国分寺RC)

※2018年4月25日改定時

≡

分に設け会費を減免。また7与歳以上、会員歴25年以上の会員に対して会費の減免(群馬・前橋RC)

●30代の

会員の入会金の免除と会費の軽減(神奈川・横浜山手RC) ●休止会員制度を設け、観光業など特に経
済的ダメージが大きい会員の会費を大幅に下げた(大阪鶴見R ⊂) ●コロナ休会の会費減額。事前申
告でコロナによる欠席を出席扱いに(鳥取西R

直した(宮崎・延岡中央RC)

C)

●コロナの影響を受けている飲食店関係の会員の会費などを見

●会費の支払い期限の延長(岡山・玉野RC)

●今後のさらなる会員増強の

ために、入会金条項を撤廃(福島・会津若松中央RC)

メークアップ規定の変更
●これまでの例会前後14日以内から、前後28日以内とした。メークアップのしやすさから例会への参加も増え、定着

率も向上すると思われる(静岡・パワー浜松RC)

●前後2週間だったが、今年度に限り年度内に。他クラブも休

会が多いため、メークアップがしづらい。相手クラブに迷惑をかけてしまう懸念もある(東京江
戸川中央R

C)

●理事会で承認した活動をメークアップの対象とした(静岡・浜松南RC)

その他
●会員に「正会員(食事無し)」を新設。基本オンラインのみ参加の会員制度だが、ガバナー公式訪問など
の重要な行事には出席をお願いする。惑梁が不安という会員の要望に応えるため(千葉・松戸西R C) ●感染症が
社会にまん延した、あるいはまん延する恐れがある場合の例会については、会長の判断により決定した期間内は出欠

を取らないこと(出欠についてはノーカウント)とする。新型コロナは収束したわけではなく、例会の出席に不安を
感じる会員もいると思われるため(東京R

C)

●会員の類型を新設。分担金を補完する前提で例会の食事代などを

会費から減額し、例会出席時に食事代を都度支払うことにした(群馬・伊勢崎R

法として書面評決や委任を認めることとした(新潟・長岡西RC)

C)

●議決に際して挙手以外の方

●委員会の数を減らし簡素化すること

により、会員の負担を軽減(兵庫・篠山RC)
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VO」.68

NO.12

その他、会員維持に必要な工夫(実行中・予定含む)
●①例会時にヒアリングなどを行い、会員への会員増強の必要性の意識改革。

武蔵府中RC)

●例会の昼食を会員の店に注文したり、旅行のバスは会員の会社を利用してもら

うよう促す(兵庫・加古川中央R
の入会を進めています(東京城南R

崎中央RC)
(神奈III

②新規会員候補者の情報収集(東京

C)
C)

●クラブ財政状況は安定しておりますので、会員増強は必要な職種
●コロナの影響が大きい会員企業のキャンペーン情報などを白板に掲示(長

●全会員で討論会を開催。将来のクラブを想定して個々思うことを率直に発表した

・川崎南R

C)

●若い会員に会員増強委員長をお願いした。その結果、活発な行動力とアイデアによ

り充実した委員会となり、2へ3年後には期待できる結果になると思う(福島・会津坂下RC)

トによる要望事項の把握(大阪堂島RC)

●会報誌の充実(石川・金沢RC)

員のお祝いの品を今年度は取りやめた(北海道・釧路南RC)
山中央R

C)

C)

●互恵主義の徹底と、真の寛容さの醸成(岡山・津

●今年度の会長・幹事は若手なので、若い会員の入会の勧奨やI丁委員会の立ち上げでクラブの活性

化を目指しています(福岡・小倉R⊂)
野北R

●会員満足度アンケー

●会員の負担を減らすため、慶祝会

●身近で小さな活動を増やし、決定までの迅速化を目指す(長

●地域でコロナ対策を行っている団体と連携し、地域での存在感を高める。また、他団体からの入会

を促す(東京小金井R C) ●委員会の数を減らし、 -つの委員会の委員数を増加。委員会活動の活発化により相互
理解と親睦を深めることを目標としている(岩手・久慈R⊂)

纏

クラブへの支払いは、
キャッシュレス決済で!
東京紀尾井町R⊂

東京紀尾井町R

日代

純平

Cでは、新型コロナ感染拡大予防とし

ても推奨されている昨今のキャッシュレス決済の流れを

受け、ビジターフィーの支払いに各種クレジットカード
OCB、

AMERICAN

EXPRESS、

Club)、電子マネー(Suica、

VISA、

Mastercard、

PASMO、

iD、

Diners

QUICPay)に

りますが、

受け取る
側は決済
手数料を負
担しなければ

加え、今年度からPayPayが使えるようになりました。

なりません。

PayPayばビジターフィー以外に、ニコニコボックスな

は2021年9月まで決済手数料無料キャンペーンを行っ

PayPay

どの支払いでも使っていただけるようになっています。

ており、クラブ側も一切の手数料を負担することなくお

いずれも、小口現金の用意と受け渡しの手間を避ける目

金を受け取ることができます(一般的な手数料は3%程

的です。

度)。導入に当たりクラブ内で賛否もありましたが、そ

この構想は昨年度からあったのですが、会社でも商店

れらをクラブ費で負担することも含めてトライアルを進

でもない団体のロータリークラブは「前例がない」との理

めるということで、導入を開始したところ、会員やビジ
ターの皆さまからはおおむね好評を頂いています。

由でなかなかカード取扱会社が取り合ってくれず、当初
は国内の決済会社ほとんどに断られて非常に苦労し、も

東京紀尾井町R

Cは常に新しいことへのチャレンジを

ろもろの交渉や調整で、構想から尊大まで丸1年かかっ

行い、常に楽しく利便性の高いクラブ運営ができるよう

てしまいました。昨年11月からクレジットカード決済

に努めています。これらの決済の導入を検討されている

のみの対応でスタートしましたが、カード会社が8月

クラブがいらっしゃいましたら、手続きなどの苦労も含

からSuicaやPASMO、iDなどの電子マネーに対応するよ

めてお伝えできますので、当クラブまでご連絡ください

うになり、さらに7月からPayPayでの対応を加え、決

ませ。

(第2580地区

東京都)

済方法の選択肢を広げました。
ところで、これらの決済方法は、支払う側には利便性

が向上する、ポイントがたまるなど多くのメリットがあ

連絡先メール:

0簡ce@kioi⊂ho十⊂jp

(クラブ事務局)
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6-①クラブで、新型コロナ感染拡大防止のための奉仕活動を行いましたか?

(選択は-つのみ)

今後行う予定

6-②「はい」「今後行う予定」のクラブへ。それは、どのような活動ですか?

(回答数6与与)

(複数選択可)

医療機関などに寄付金を贈呈

医療機関などにマスクや消毒液などを寄付

医療従事者などの会員による感染拡大防止の啓発
(チラシ配布、講演など)

その他(未定・検討中含む)
0

1

00

200

300

400

与00

●香川大学を通してアルバイトができなくなった大学生に寄付(香川・高松西RC)
困窮した地方大学生40人に激励支援金を贈与(岡山中央R

●フードバンク千葉に寄付金と食糧支援(千葉RC)
央RC)

島21

C)

C)

●学校のトイレ、教室の消毒などを行いました(宮崎・延岡中

●高崎市に高崎6クラブで寄付(群馬・高崎セントラルRC)

RC)

●経済的に

●シングルマザーへの援助(神奈川・横浜山手R

●財源が足りない自治体への現金寄付(東広

●地域の全小学生に感染予防冊子を配った(京都・宇治R⊂)

●東日本大震災で被災し東

海地区に避難ざれた団体「めぐりあいの会」に布マスク2,000枚を寄付(愛知・名古屋錦RC)

7-①当初予定していた「今年度の活動計画」は、新

型コロナの影響で変更になりましたか?

18
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7-②今年度、国際奉仕活動を行う予定がありますか了

7-⑤今年度、どのような活動に力を入れる予定ですか?

(複数選択可。実施中も含む)

(回答数1,243)

クラブ奉仕(会員増強・会員維持・退会防止を含む)

国際奉仕

職業奉仕
社会奉仕
青少年奉仕

新型コロナ拡大防止

..・・・・・・・・その他
250

0

現在、貴クラブにとっての懸念事項(心配・不安に思うこと)は何ですか?

与00

750

1

(複数選択可)

,000

1

,250

(回答数1,24与)

会員同士が顔を合わせる機会の減少
新旧会員の断絶
奉仕活動の継続
財政面

全体的な会員数の減少

時に、ベテラン会員の退会
特に、新会員の早期退会

地区役員が増えたことによる負担増
地域の問題(少子高齢化、労働人口の減少など)

特にない
その他
200

400

800

600

全国の口÷タと子

毒轟けたいこと!

ミュニケーシヨンの質と量がクラブ活性化のカギではない
●withコロナの時代とはいえ、

かと感じています(茨城・古河中央RC)

●原点に返

やはりロータリーの魅力は会員同
士がリアルに会って親睦交流を深めることにあります。知

ろう(岐阜・関RC) ●皆さま、新型コロナに感染
しないように考えて行動しましょう。できる時がきた

恵と工夫で友情の輪をつなぎましょう!

ら一生懸命に奉仕活動をやりましょう。それか
らでも遅くはないと考えるからです(神奈川・

(岐阜・瑞浪R⊂)

●新型コロナに立ち向かい、その時どんな対応
をしたか、後々語られるようなロータリーでな
ければならない(北海道・北見東RC)

●コロ

ナにより立ち止まったこの機会に体制を立て直す良きチャ

ンスではないでしょうか(静岡北RC)

●ロータリアン

の真価が問われるときです。頑張りましょう!
浦和中R⊂)

(埼玉・

●活発に活動をすることと、会員相互のコ

令和2年12月号

新横浜RC) ●ロータリー活動を行う前に、自社の存
続すら厳しい状況を迎えています。ロータリーの会費、資
格などを根本的に見直す時期に来たと思います。また、会
員増強にこだわるよりも、クラブの統廃合などの検討も必
要かと思います(岐阜西RC)

●今はとにかくS丁N

〔LUBで頑張りましょう(広島北RC)
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会員同士が顔を合わせる機会の減少

懸念事項(コメントよの

●今年度、新会員が入会しても例会(特に親

会員の減少・高齢化

睦活動)の開催が危ぶまれ、クラブに対する

●高齢化によるクラブ役員などの負担増(群馬・中之条RC)

関心が低下。例会が例年通りでなくなるため、

●クラブ役員のなり手不足。高齢化もあり、実働できる会

会費の問題が発生しないか不安(埼玉・行

員の供給が追いつかない。新会員が年1人以上いないと会長・幹
事のなり手が不足する(岡山・玉島RC) ●会員の高齢化によ

田RC)

り病気欠席が増えた(福島・いわき四倉RC)
伴う会員の自然減。5年後には約20%が退会?

同例会が中止となったことにより、
グループ内の会合と懇談の場がなく

●高齢化に

(神奈川・川崎鷺沼R

●新型コロナ感染拡大で合

なった。クラブ内ではi DMを有効活用し
たい(岐阜・中津川RC) ●飲酒を伴う会

C)

●ご逝去以外の退会者は少数だが、新会員は努力のかいなく少数の

食や家族例会などの親睦活動ができないこと

ため高齢化が問題。小生が入会した1988年当時の平均年齢
は44歳、現在は7与歳(和歌山中RC) ●会員減少により

(岐阜・瑞浪RC)

地区役員などを引き受けることが困難(新潟・十日町北RC)
/多>→

新型コロナ
出席率の低下
●R

●感染防止に対する考え方や例会開催につい
ての考え方などに会員間で温度差がある(栃

iが考える出席率に対する思いとクラブが考える出席率への思

い、その隔たり(北海道・北見R

むつRC)

C)

木・益子RC)

●若手会員の出席率の低下(青森・

●規制や各会員の経済面な

ど、感染拡大による影響(東京福生R

'新会員・ベテラン会員の出席率の差(岩手・花巻RC)

C)

●コロナ禍での個々の活動の自粛は致し方ないといえど
R

iからクラブへの情報通達は、諸会合の出席義務の

免除や、

も、

Zoomなどの利用推奨といった内向きの発信が目

立った。こういう時こそ、ロータリーの存在意義を社会へ
発信することがあってもいいと思う。ソーシャルディスタ
●社会では保護司、民生委員、愛育委員、

ンスばかりが叫ばれ、自粛警察などという殺伐とした社会

P丁

など、地域の共助を支えてきた方々の高齢化、なり手

風潮の中だからこそ、ロータリーは「人と人とが支

不足が深刻です。自営業者や専業主婦によって主に支

えあう社会」を目指す組織であることを発信し

ぇられてきたこれらの活動は、大資本による霜鳥.吸

たい(愛知・名古屋城北RC)

収、共働きへのシフトにより存亡の危機にあります。

1乏

これらの活動に、被雇用者が参加しなければ地域その

ものがつぶれます。高齢者・陸がい者・子育て支援は

行政による公助だけでは持ちません。

会員の皆さんが経営する会社の従業員を
ぜひ社会奉仕活動に積極参加できるよう、
働き方改革、意識改革を進めていただきた
い。家庭と職場に続き第うの活動の場を持つことは、
従業員にとってもかけがえのない成長の場、研修の場

になり、職場にも良い効果をもたらします。年5日

の有給休暇取得が義務付けられましたが、この機会

に年与日のボランティア有給休暇を設定さ
れてはいかがでしょうか了(岡山・玉島RC)

比べロータリーも様変わりしてきました。今
や何とか会員を増やすことを課題とするクラブも少なくな

いでしょう。しかしその結果、何のために入会したのか分
からず、誘われたまま入会する会員が増えてきたように思
います。それが新会員の退会にもつながっているのでしょ
う。人の輪を広げて楽しく親睦(宴会)できることが意義、

との声を耳にすることがありますが、そんなことは他団体
でいくらでもできることです。
ロータリーに入会するとはどういうことなのか、ロータ
リーならではの活動やその楽しざ・充実感など、ロータリー

クラブに所属していたからこそ良かったと思えるエピソー
ドなどを『友』で読むたび、そのような意識を会員に自覚し

てもらいたいと思う今日この頃です。親睦も大事ですが、

●友として共にこの未曽有のコロナ禍を乗り越えま

それが第一義となってはロータリークラブではないと思い

しょう。どんな行動が正解なのか誰にも分かりません。

ことばやめて、勇気ある方を応援する気持ちのゆとり

ます。コロナ禍の今だからこそ何かできることは
ないかと考えた時に、ロータリークラブに所属
していることの意味や意義を見つめ直す良い機

を持ちたいものです(鹿児島中央R

会ではないでしょうか(山口・岩国中央RC)

自分を信じて行動したり発信したりする人を非難する
C)

その他
●会員の本業不振への対応(宮城・仙台宮城野R
(愛知・西尾一色R

C)

る(茨城・古河束RC)

唐津西R⊂)

C)

●会員増強がなかなか図れていない

●近隣では、入会の勧誘ができる事業所の職業分類に偏りが出ている感じがあ

●創立与0周年記念事業を延期したままで実施のメドが立っていない(佐賀・

●次期の会長・幹事選びが大変です(秋田・海上RC)

軽んじられている(北海道・帯広西RC)

●職業奉仕活動が

●感染拡大がなかなか止まらない現状で、会員間でもし感

染者が発生した場合の責任の所在はどこにあるのか。例会をどのように継続すべきか迷う(神奈川・横
浜中R

⊂)

●新型コロナ再拡大の影響で会員数減少の可能性がある(徳島・鳴門中央R

C)

●昔ながらの活動が続いており、時代に合った活動や活動方法を模索中。今年度「イ
ノべ-ション2020会議」を立ち上げ、検討会を開催予定(岩手・花巻南R⊂)

などによる他クラブとの交流の減少(栃木・馬頭小川R
員に温かい気遣いを示し合い、皆仲が良いです(岐阜・美濃加茂R

かかる(静岡西RC)

●地区大会縮小

C)

●特にない。当クラブは会

C)

●限られた動ける会員に負担が

●例会、イベント減少によるロータリー帰属意識の低下(栃木・鹿沼束RC)

●例会会場費値上げによる運営費への圧迫(鳥取中央R

C)

●会員の増加に伴い、名前

と顔が一致しない会員が増えてきた(千葉RC)

●奉仕プロジェクト、会員増強などの活動なくしてロータ

●必ずコロナ騒動も終わり、元通りに生活できる日が訪

リークラブはあり得ません。しかし、ポリオ根絶に多大な

れます。だからこそ、コロナ後を見据え、ロータリー創

る国際貢献をし、ほぼ100%達成していますが、次なる奉

立の原点に返り、職業奉仕を中心に据えた事業の活動指

仕の提唱があるべき。ポリオは継続しながらも

iらし

針や組議のあり方を見つめ直す時です。古来より伝

い先の目標を掲げ、世界のロータリアンに魅力的な活動を

えられてきた商道徳や日本の精神を奮い起こ
し、倫理運動体としてのクラブを取り戻そう

R

与えていただきたい。会員増強はおのずと達成されるもの
と考えます(茨城・鹿島中央RC)

(滋賀・長浜東RC)

コロナ、台風と悩まされています。このような時こそ例会

出席でコミュニケーションを図り、内部・外部卑語を充実
させる。医療関係会員から感染予防の情報を得たり、各業

界会員のざっくばらんな状況の話、抱える悩み・
提案などを聞き、相談し合うことが信頼を増す。
炉辺会は休止にしましたが、奉仕活動を積極的に行ってお
り、特に女性会員の活躍にクラブは活気を得ています。

一方で、ベテラン会員の一身上の都合での退会が増える
と寂しくなります。誘われて入会した会員も困ります。少

子高齢化の影響で地元の若い会員が少ない上に、多忙で出
席率が低い傾向あり。離島ゆえ転勤・異動で1へ2年で退

会の会員もおり、慣れ親しんだだけに残念。ただ、転勤者
には転入者が入れ替わりで入ってもらえているのでありが
たいです。

医療従事者、ロータリアンのご苦労はいかほどか。奄美も

離島ゆえ医療体制が弱く不安を抱えていますが、頑張って

います。医療従尊者のご苦労に向け、会員が所属する若手

建設業団体が花火を打ち上げました。コロナ収束後は全

国のロータリアンに奄美へご来島いただきたい
と思います。頑張りましょう(鹿児島・奄美RC)

撃

￣
つI音

ヤ1

】無職、韓管農高、章で

女性会員も増え、頑張っています。草刈り奉仕作業中、ハブに遭遇!

編集部より:お寄せいただいた情報・ご意見は引き続き、今後の『友』特集企画などの参考にさせていただきます。
多くのご協力をありがとうございました。
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約与00年前、アジアの海洋
を航海中のポルトガル船が、

緑豊かな森に覆われた島を
発見しました
この島にはすでに何世紀にもわたる

アメリカ・アラバマ州のジケー

文明と文化がありました。しかし、地

ターR

C会員のシュパートさん

図にない海洋を航海していたポルトガ

は、台北R

ル船の船員にとってはここはまさに未

リーC.K.ホアンさんが国際ロータ

知の場所であり、楽園のようでした。

リー(RI)会長だった時のエイドを

この島はポルトガル語で「美しい島」

務めました。シュパートさんの妻リン

を意味する端諒。諾蒜」と名付

さんもジケ一夕ーRC会員で、ホアン

けられ、海図に示されるようになりま

氏の妻コリーナさんのエイドを務めま

した。

した。シュパートさんは、

Cの会員である、ゲイ

「台北は本

中国沿岸の東約160kmにあるこの

当に興味深い都市です。現代的な建物

島は、現在は「台湾」として知られて

が多く立ち並ぶ中に、古くからある美

います。また台湾は、

しい寺院が点在しています」と詰り、

20世紀の末に

21世紀にも成長を

夜市に代表される台北の活気、街の滞

続けている極東4カ所を指す「アジ

潔さ、高層ビルの谷間に点在する小さ

ア四小龍」の一つに数えられています

な公園や市内の山道といった豊かな自

(他の3つは、香港・シンガポール・

然の素晴らしさを称賛しています。

経済発展を遂げ、

韓国)。首都の台北は、縫済成長の中
心地であり象徴であり、

365日24時

シュパートさんは台湾の食文化も絶

質します。実際、おいしいものを食べ

「エ

る目的で台湾を訪れる観光客もたくさ

ネルギッシュな台北を楽しもう」とい

んいるくらいです。また、台湾の人た

うテーマを掲げた2021年ロータリー

ちの親しみやすさも絶賛しています。

国際大会の開催地として、この街ほど

本稿では現地のロータリアン、ロー

ぴったりな場所はありません。

ターアクターがロータリーツアーガイ

間いつでも活気に満ちています。

1948年、台湾に初めて台北ロータ

ドとして、台湾の見どころを紹介しま

リークラブ(RC)が創立されました。

す。まずは、何度も台北を訪れたこと

それから72年。台湾には約900の

のあるシュパートさんもお勧めの地下

クラブと、約3万5,000人のロータ

鉄からスタートです。

リアンがいます。

6月12へ16日に

開催される国際大会では、台湾の12

の地区がホストを担当します。大会委

雪害つ

員長のケネスM.シュパート・ジュニ

高さ616

アさんは、

よく整備されたハイキング

「台湾のロータリアンは、

国際大会の開催に向け、

5年も前から

mの観音山には、

コースがあります。頑張っ

て歩いた後は、淡水河と台

準備をしてきました。彼らは誇りを持

北の地平線に広がる絶景を

ち、国際大会で台北と台湾をアピール

堪能しましょう

しようと取り組んでいます」と話しま
す。
24
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ま004年の完成時には世

界-の高層ビルだった
台北101は、工学技術

の結集であり、マグニ
チュード9.0の地震に耐

えられるよう設計されて
います
雪雪雲

糎室だけを使用したいと伝えると、た
いてい無料で入場させてくれるそうで
す。

MR

Tでの移動は簡単です。英語の

路線図があり、各駅には英語を話せる

スタッフがいます。一部主要駅では
日本語での車内アナウンスがありま
す。券売機には日本語の表示があり、

MR丁に乗る

MR

初めて訪れた街で最初にすべきこと

Tのモバイルサイトでは日本語に

よる利用案内もあります。電車の本数
「

は、一番便利を交通手段を見つけるこ

台北の大量高速輸送システ

は多く、時間通りに運行しています。

とです。台北には、

ム(MR丁)は簡単に利用

国際大会参加者は、大会パッケージに

MRT

(大量高速

輸送システム)があります。ロータリ

アンでありローターアクターのジュ

でき、体の不自由な利用者

含まれている電車のフリーパスを使っ

や夜に乗車する女性にも特

て会場の南港展覧館まで行けます。

別に配慮しています

リー・チューさんは「MRTは単なる

交通手段ではない」と言います。

エレベーターで超高層ビルに昇る

チューさんは台北で生まれました

Tば市内中心部では地下を走っていま

が、その後ほとんどの年月を海外で過

すが、繁華街を外れると地上に出て田

え立つ超高層ビル「台北101」は必

ごしてきました。

園地帯を通る路線もあります。

見。ビルの名前は、

25歳の時に帰国し

たチューさんは、自分の国についてほ
とんど何も知りませんでした。

チューさんは実用的な理由でもMR

台北の空を突き抜けるようにそび
101階建てであ

ることに由来しています。台北101

「外国

Tを評価しています。駅には、夜に乗

ば2004年の完工から、

人として台北を知る必要がありまし

車する女性専用ゾーンがあり、特にセ

バイのプルジュ・ハリフアに抜かれ

た。現地の言葉は話せるものの、分か

2009年にド

キュリティーが強化されています。さ

るまでは世界一高いビルでした。約

らないことだらけでした。そこでM

らに、

509mの高さを誇る台北101からは、

RTを使って、生まれ故郷について学

にも対応してくれます。チューさんが

びました」。チューさんはMRTに乗

足を骨折したロータリアンの友人と一

り、リトルマニラなどのエスニックタ

緒に移動していた時は、

MRTのス

るため、台北101はマグニチュード

ウン、さまざまな地域を訪ねました。

タッフが介助してくれました。チュー

9.0の地震に耐えられるよう設計され

北部を流れる川・淡水河が海に流れ込

さんもシュパートさんも口をそろえ

ています。また、金色のボールのよう

む、紅線の終点の淡水駅まで行った時

て、

な形をした728tの巨大チューンドマ

には、海岸沿いを歩き夕日を眺め、ラ

構内でも電車内でも飲食は禁止。トイ

スダンパー(制振装置)を設置して、

イブミュージックを楽しみました。ま

レもきれいです。チューさんの自宅の

強風下でもビルの安定性を保っていま

た、

MRTの動物園駅から、ロープウ

最寄り駅のトイレには、新鮮な花が飾

す(ダンパーは87へ92階で見学で

エーに乗ってお茶畑やティーショップ

られています。旅のお役立ち情報とし

きます)。

がある猫空の町まで行きました。

て、
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MR

MR

Tは特別な事情がある乗客

MRTの清潔さを強調します。駅

MRTを利用しなくても駅員に化

台北市を一望できます。

台湾は頻繁に地震と台風に見舞われ

5へ89階までば、エレベーターで
之020

VOし.68
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現代的な建物が多く立ち
並ぶ中に、古くからある

美しい寺院が点在してい
ます

わずか37秒。
が、

89階には室内展望台

91階には屋外展望台があります。

昨年はビルの管理会社が、

V

I

P専用

だった101階を一般向けに開放しま
した。屋外展望台に出るには、安全ハー

ネスの着用が必須です。展望台のチ
ケットはオンラインとタワーの両方で

販売されており、チケット代は約20
ドル(約2,000円)です。

最上階に上がる前後には、低層階の
高級店での買い物や、軽食をお楽しみ

ください(台北点心料理の超有名店
である鼎泰豊の支店があります。
参照)。

85、

P31

86階にもレストランが

あります。

温泉に入る
地元の人たちにとって温泉は日常の
一部です。バストガバナーのトニー・
チャンさんは、

「毎日、温泉に行く友

達もいます。温泉は、人との交流の場
なのです」と語ります。

温泉の温度は、ぬるめから熟めまで
さまざま、施設も無料の公衆浴場から

豪華なスパリゾートまであります。

台北で一番有名な温泉は、
ベイトウホットスプリングi)ゾート

北投天明泉会館と陽明山エリアに点
在する陽明山温泉ですが、チャンさん

のお気に入りは、台北から約1時間
の場所にある礁渓の温泉です。

「東海

岸に近い小さな町で、リゾートホテル
28
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温泉の温度は最高46度。

施設の種類は、無料の公

」衆浴場から京重なスパま
でさまざま(左端上)。

上から:退化街(ティーホ

龍山寺(中央左上)は、
感性が研ぎ澄まされ、宗
教的なひとときを過ごせ
る場所です。さまざまな

アジエ)は活気があふれる
歴史的な問屋街です。一方、

国立故宮博物院は建物も展
示物もまさに「お宝」です

神を祭り、事つの宗教が

J

習合ざれています。台湾
島最北端にある陽明山国
立公園(左下、中央右上)

では、台北の部会の駐々
しぎから少し離れた場所

で大自然を味わえます。
台北市立動物園(左)に
は、台湾固有の動物を紹

介するエリアがあります
重吉雪

には露天風呂があります。山や森に囲

(象山までは、

まれた場所で、海も見えます。とても

l駅です)。象山の頂上までは、急で

美しい場所ですよ」とチャンさんは

すが、よく整備された600段以上の

諮ってくれました。

階段を上ります。

MRTで台北101から

台湾は山が多い島で、地元の人たち

ハイキングに行く

令和2年12月号

の問ではハイキングが盛んです。ソウ

台北市を360度見渡すには台北

さんによれば、台湾島最北端にある陽

101の最上階が一番ですが、ローター

明山国立公園もお勧めです。この場所

アクターのピッキー・ソウさんのお勧

へは、バスやタクシー、または車です

めは、象山の頂上から眺めるパノラマ

ぐに行けます。陽明山国立公園には多
ロータリーの友
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数のハイキングコース、滝、オランダ
カイウ(カラーリリー)が生える草地、

深い森、牛が放牧されている広々とし
た草原があります。公園内にも付近に
もカフェやレストランがあり、台北の

全景を眺めることができる店もありま
す。

ロータリアンの福原康児さんのお
勧めは1時間くらいで登れる観音山。
ハイキングで汗をかいた後、観音山の

近くのレストランで、自分へのご褒美
として襲窯難を食べるそうです。これ

は鶏丸ごと1羽にたれをかけてかめ
の中でじっくり蒸した後に、皮がカリ
カリになるまで焼いた科理です。

「と

てもジューシーで程よい塩味がたまり
ません。スープ、ビールとの相性もバッ

チリ」と福原さんは言います。

歴史や文化を肌で感じる
「台北には行くべき場所が本当にた
くさんあります」と語るのは、バスト

ガバナーであるイェンシェン・シェイ

さんの妻、キャサリン・シェイさんで
す。

「ビーチや山もありますが、国立

故宮博物院はまさに宝の宝庫です」
国立故宮博物院は、紀元前5000年

にまでさかのぼる中国の工芸品や古書

などを的70万点所蔵しています。所

夜市:台北の夜市はにぎやかで活気に

蔵品の中で最も有名で、おそらく最も

あふれ、日も耳も胃袋も満足させてく

価値があるのは、緑色と白色が混じっ

た一つの翳翠を彫り上げて白菜に仕上
げた、翠玉白菜です(所蔵コレクショ

ン中の別の人気作品が、藁鼓閑[豚の
角煮]を摸した碧玉の彫刻であるのは、

美食の街ならでは。この作品は肉形石

点心から
ドーナツまで
台北美食ツアー

れる場所です。一番のお楽しみは食べ
物ですが、服や靴、お土産、おもちゃ
も売っており、お祭りのようなアトラ
クション、ビデオゲーム、占いなども

楽しめます。夜市は午後4時に開き、

午前1時に終了します。ロータリー

ツアーガイドほぼ全員のお勧めが、

と呼ばれています)。

シーリン

この他にも紀元前13世紀の鐘や、

ラオプーチエクワンクアン

土林夜市と擬河街夜市です。

軍事活動や結婚、土地取得を祝う銘文

夜市グルメはほとんどがB級グル

が刻まれた紀元前9世紀の儀式用の

メの小皿料理ですが、味にはこだわり

器などの青銅器コレクション、皇族と

があります。ミシュランガイド2020

宮中だけで愛用されていた品を集めた

で評価された屋台も少なくありませ

「宮中の至宝(Emperor

ん。人気の屋台には長蛇の列ができて

s

Treasure

Chests)」コレクションも有名です。

いますが、それでも列に並べば、間違

博物院の会員でありガイド協会の会長

いなくおいしい料理が食べられます。

を務めたこともあるシェイさんは、主

テーブルと椅子を用意している屋台も

要作品の鑑賞に3時間はみておいた

ありますが、ほとんどの人は歩きなが

方がよいとアドバイスをくれました。

ら食べます。

30
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粉とコリアンダーをまぶし、串に刺し

フードコート:台北のデパートのフー

た料理、猫血灘があります。もちもち

ドコートには、特産品も売っていれば、

して歯応えがあり、リンさんの一番の

温かい食事やデザートを食べることが

お気に入りです。

できます。信義区にある台北101や

高級ショッピングモール内にあるフー
点心:台北では、あちこちで点心、が売

ドコートも人気ですが、大安区にある

られています。バストガバナーのホン・

日本のデパート、そごうのフードコー

シュー・チェンさんと妻でロータリア

トも台湾の人に人気です(フードコー

ンのリタさんが一番に薦めるのは、鼎

トは地下にあります)。ラーメンをす

寮監です(台北には多数の支店があり

すり、点心を思う存分食べ、ダイエッ

ますが、どこも満席が予想されます。

ト中でも思わずデコレーションケーキ

お店のウェブサイトで待ち時間が確認

を食べてしまいたくなるような雰囲気

できます)。ここは小籠包(スープ入

です。ちょっと立ち寄って、コーヒー

りの点心)で有名なレストランです。

か紅茶を片手にパンを味わってもいい

一口かめば、もちもちした皮から香ば

でしょう。

しいスープがあふれ出ます。小鰭包に

入っている最も一般的な異材は豚肉で

コンビニで買える食べ物:ピッキー・

す。ただし鼎寮監では、豚肉とカニみ

ソウさんは、ニューヨーク市の料理学

そ、あるいはカボチャとエビなど、さ

校、インターナショナル・カリナリー

まざまな異材があります。メニューに

センターを卒業し、フランス人に師事

は他の種類の点心もあります。焼き

したパティシ工です。そんなソウさん

ギョーザ、ワンタン、蒸しパン、麺

のお気に入りはコンビニです。ソウさ

類、スープ、ご飯もの、野菜の他、あ

んはセブンーイレブンによく立ち寄

んこやチョコレート入り小鰭包などの

り、朝食、昼食、コーヒー、軽食を買

デザートまでそろっています。

います。ソウさんは香ばしl輸ヾ
好きです。これは、しょうゆや茶葉を

朝食:台湾の朝食はさまざまで、ゆっ

混ぜた汁で煮込んだ卵です。朝食には、

くりと座ってご飯と温かいスープを

台湾式おにぎりと、ピーナツ味のライ

白いふわふわの皮に煮豚を詰めた台湾

食べる人もいれば、コーヒーを片手

スミルクの米袋をよく買います。台湾

式ハンバーガーをお試しください。日

にロールパンで済ませる人もいます。

式おにぎりは、もち米にたくあんや野

本のお好み焼きのように、卵か肉を入

ジュリー・チューさんは、

菜、卵、豚肉を入れて巻いたものです。

れてサンドイッチにもできる香ばしい

べ物は、中国の影響を受けています」

サクサク(競論静と、オーブンで焼い

と、言います。しかし、欧米の影響も

たパンにジューシーなペッパーステー

受けています。朝食メニューに、黒こ

キを詰め露お薦めです。もち

しょうソースのパスタやハンバーガー

ろん、もちもちしたタピオカが入った

までがメニューに載っている店もあり

タピオカティーもいろいろな味がそ

ます。チューさんのお気に入りの朝食

ろっています。デザートの締めくくり

は、卵などを焼いたクレープ状の薄い

には、甘いお餅をどうぞ。煮たお餅も

生地を巻いて食べる蛋餅です。

焼いたお餅もおいしいですが、かき氷

でもどこでも買えます。ツナやハム、

の中に入ったお餅もお薦めです。

野菜などのトッピングを加えることも

ロータリアンでローターアクターの

「台湾の食

トグルメ(上)まで、台北での暮ら

しは食を中心に回っています

「いつ

できます」。チューさんI露諸富琶

エリーズ(イーチュン)・リンさんの

(スカリオンブレッド)も大好きです。

お薦めは「臭豆腐」。においの強い発

これはパン生地にネギを練りこむか、

酵豆腐です。この他、地元の人が好む

上から振りかけたパンです。ミルク

ユニークな夜市グルメには、豚の血を

ティーと一緒にどうぞ。台湾発祥のタ

もち米で固めて長方形に成形し、豚肉

ピオカティーは、最初はミルクティー

としょうゆのだし汁に浸してピーナツ

がベースでした。

令和2年12月号

朝食の揚げパン(下)からフードコー

ロータリーの友
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囲謹皇

あるテーマを基にご意見を交換するコーナー。 「他のクラブはどうし
ているんだろう」 「これって、常識なの了」といった素朴な疑問を、
いま〇度「侃侃話語(遠慮することなく議論)」しませんか?

ます。紙とデジタルを使い分けていますが、やっぱり私
は「紙」が好きです。

9

(第2650地区

福井県)

重要な文章や物語は紙、
情報発信はデジタルに軍配

世の中はキャッシュレス・ペーパーレスといわれ、フ
ァクスは廃れつつあり、メールやSNS

小山中央RC

(会員制交流サ

森

容子

イト)を通じた連絡方法が主流となっています。しかし
今回のテーマに際し、今の私はあえて「紙です」と答え

文字を読む時は、紙の方が読みやすいと感じています。

ます。デジタルの必要性は分かっていますが、付いてい

近年では電子書籍の普及により、スマホやタブレットで

くのがやっとだというのが正直なところ。

(農業協

読むこともありますが、重要な内容が書かれているもの

同組合)を定年退職して何年もたちますので、当時のこ

や、落ち着いて読みたい物語などは、やはり紙に限りま

とば何の参考にもならないかもしれませんが、紙で書類

す。

JA

を作成し、伝達し、保存していた私は、長年染みついた
「紙」での仕事の癖でしょうか。その利点を多く感じます。

読みながらページをめくる動作と物語(ストーリー)
は、五感で受け取って記憶しているものだと聞いたこと

その1は、配布資料にマーカーやボールペンで下線

があります。そのため、出版社では紙質や厚さにこだわ

を引き、自分で気付いた点、大切な点をより分かりやす

り、読者にとって良いものを選択していると思います。

くなるようメモ書きを加え、自分なりの資料が作れる点

一方、物語を読む場合と違って、連絡事項で文字を扱
う場合は何といってもデジタルが良いですね。

です。

その2は、資料を何度も見直しできる点。前年度の

4年前に私がプログラム委員長になった時、それまで

作成資料を見返したり、引き継ぎで説明する時には、タ

毎月送付する例会予定をファクスで送っていました。送

ブレット画面よりも、紙で見た資料の方がより分かりや

信は面倒で時間がかかり、返信された書類の整理に困っ

すく、便利な気がします。

たことも多々ありました。会員の協力を得て、案内は全

その3は、保管上の安全性です。各府省庁で公文書

てメールで行うようになりました。情報発信の動作は1

の改ざんが行われた報道があったことば、話憶に新しい

回で済み、受け取る会員は紙の書類を探すことがなくな

ですが、これは明らかにデジタル化による弊害です。デ

りました。

ータや個人情報を管理する上で、画面上で指1本でデ

資源の問題なども考え併せると、やはりこれからはデ

ータが改ざんされる危険性に、より厳しいチェック機能

ジタルに移行していくことになると思います。デジタル

が必要かもしれません。情報機器の発達により手元で気

の利点は扱いやすさ、小さい文字を大きくできる、後で

軽に情報入手・発信できる時代、今後は変わるかもしれ

検索できるなど、たくさんのメリットがあります。

ませんが、

「紙」では文字が分からなければ調べること

最後に、

『ロータリーの友』を毎月楽しみに読んでい

で頭に残ります。さらに、見たり問いたりするものが消

ます。ページをめくるたびにワクワクしています。編集

えてしまう映像や音声に対し、活字を読むことで視覚的

には多くの苦労があると思いますが、これからもロータ

に頭に入り、足りない情報は想像力で補い、あいまいな

リアンの情報誌として期待しています。

部分は解決しながら自分の言葉に置き換えて記憶に残り
32
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鞄詣

文字を読むなら、紙、それともデジタル7
文字を読む時、印刷物とデジタルのどちらがお好きですか?

その理由を含め、ご意見を伺いました。

最後に、わがクラブも今年度から『週報』をデジタル

化しました。これにより例会を欠席した数日後には『週

『友』電子版の魅力は・…・

報』で様子が分かるようになり、助かっています。
(第2770地区

春日部西RC

埼玉県)

雄治

永田

文字を読むなら
文字を読むなら、デジタルが助かります。年齢ととも

「細」なのである

に字が見づらくなり、特に新聞はデジタルのおかげで拡
大して読めます。ただ、雑誌(定期購読)は一時期デジタ

東京保谷RC

ルにしましたが、紙に戻しました。文字よりも写真から

田中

界治

目に入ることが多く、専門誌を除いて情報誌は何かをし

ながらのチラ鬼が多いので、私には紙が適しています。
また、私なりの『ロータリーの友』電子版の魅力を挙

文字を読むなら、デジタルよりは紙の方が読みやすい
し、昔からの習慣と相まって親しみが湧き、容易に手に

②持ち

できる。しかし、時代の進歩に従えばあらゆる情報伝

④スクラップが簡

達の主流はデジタル化の方向に進んでいるように思え

げてみると、

①毎月1日に読むことができる、

運びが容易、

③過去の記事を探せる、

単、と4つの理由が考えられます。

る。特にビジュアル面が多量に含まれる場合は絶対にデ

①例会日での配布を待たず、毎月1日から読めるのは

ジタルが有利であり、紙媒体より優れている。ただ、文

最大の魅力。知り合いの投稿や自分と関係のある奉仕活

字を読むなら紙、それともデジタルかと問われれば、旧

動の記事を探し、見つけたら即、仲間に知らせています。

態依然でも紙を好む。紙そのものの手触り、インクの香

②大半のことをタブレットで済ませる私には、雑誌を

りが残った新聞紙を読む感覚は、デジタルではとても得

持ち歩かずに済むのは助かります。残念なのは『友』を

られない。第1面の大きな見出しだけを拾って読める

読んでいるかどうかを、周りの人が判別できないこと。

心地よさ、簡便さも、デジタルでは得られない。

過去には飛行機内で「ロータリークラブの方ですか?」

しかし、現代のように技術が進化した時代では、文字

「この雑誌は卓話で訪

によって説明を重ねるより、ビジュアル面が簡単に取り

問した際に頂いたので覚えています」とのこと。そんな

入れられるデジタルの方が読み手の理解が容易かもしれ

出会いができないのは寂しいことです。

ない。地区大会、インターシティーミーティング(IM)

と乗務員さんから声を掛けられ、

③外出先で過去の記事を探せるのはデジタルならで

の報告書などは編集がよく成されず、ただ単に当日の録

は。他クラブにメークアップした際、過去の情報を調べ

音を起こしたままのようなものもあり、必要な箇所だけ

ることが多々あります。

日を通して書架に入れてしまう。そのような場合は、デ

④関連記事の画面をそのまま写真として保存してお

ジタルで十分に事足りる。かつて、

IM報告としてCD

り、奉仕活動中に話題となることがあると重宝します。

が配布されたことがあった。運営上の費用対効果は良か

紙の魅力は、電子版に比べてページ全体を目で適える

っだのかもしれないが、翌年度は再び紙の報告書に戻っ

ので、読み落とした記事を見つけられることです。広い

た。以降、再びデジタルのみを復活させるということば

視野で見えることが良いところでしょうか。それと、何

なく、現在に至っている。やはり、文字を読むなら「紙」

よりも電子版に比べて重さを感じます。雑誌を制作する

なのである。

スタッフの頑張りを感じるからでしょうか。
令和2年12月号

(第2580地区

東京都)

※次回のテーマ、応募の詳細は横組みP6与へ
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バギオの若者を支援して40年
日比をつなぐバギオ基金
バギオ基金はフィリピンの日系および-般青少年を支援しています

バギオ基金は、フィリピン・バギオの日系および一般青少年を支援するため、 -般財団法人比国育英会バギオ基金によっ
て運営されています。育英資金の提供や日本への留学支援、日比両国の親善友好に寄与しており、後援者からの寄付で成
り立っています。今回は、バギオ基金創立の背景とその支援内容についてご紹介します。

バギオ基金の生い立ちと背景
斉藤

一般財団法人比国育英会バギオ基金総務担当副会長

バギ才は、フィリピンのルソン島、首都マニラから北

実(東京臨海R

C)

絶するものでした。
そんな彼らに救済の手を

へ約250血、標高1,500mの避暑地にあります。

差し伸べたのが、シスター・

人を乗せた東洋汽船の客船、香港丸がフィリピン・マニ

テレジア海野でした。シス

ラ港にいかりを下ろしました。当時、アメリカ車の少佐

ター海野は1911年、静

がバギオ山頂に続くベンゲット道路建設の工事責任者と

岡市生まれ。還暦を機にフ

して任務に当たっていましたが、大変な難工事でなかな

ィリピンの貧しい人々のた

か進みませんでした。そこで、真面目で勤勉な日本人労

めに余生をささげるべく、

働者を募集したのです。

72年、マニラのマリア宣

出席するシスタI海野

1903年、ロータリーができる2年前、日本人125

道路は無事完成し、フィリピンに残った日本人は現

敬老フランシスコ修道会に赴任しました。たまたま休暇

地の人と結婚するなどしてバギ才近郊にしっかり根を下

でバギ才へ行く途中、ベンゲット道路開拓に日本人労働

ろし、各地に豊かな邦人社会を形成しました。

者が活躍したこと、そしてその後の彼らの境遇を聞いた

41年、太平洋戦争が始まり、日本軍はフィリピンに

彼女は子孫は今どこでどうしているのだろうと心を痛

上陸、バギ才は最後の激戦地となりました。バギ才には

め、手当たり次第に日系人の消息を尋ね歩き、一人二人

日系フィリピン人が大勢いたため、壊滅直前の日本軍は、

とその存在を明らかにしていきました。シスター海野は

日本語ができ、日系人である彼らに協力を求めました。

89年12月31日に亡くなるまで、日系人の子どもたち

日本の敗戦後、この日系フィリピン人たちは、日本軍に

の救済や生活向上、育英に心血を注ぎ、現在は日系人墓

協力したことで現地住民の激しい報復と迫害を受け、バ

地に眠っています。

ギオ山中に逃げ、日系人であることをひた隠しにしてひ

シスター海野は「育英こそが第二次世界大戦で亡くな

っそりと生活していました。その生活の悲惨さは想像を

られた日比両国の方々への心の慰霊碑である」と言っ

瞳一連」高祖.ロト点一言∴
-∵ ,∵合∵▲∵棚買
陣後嶋人乳中々書i∴
′l ね、ト疎乱売」率

ています。

巷鴇予審二三へ三吉:享
1981年バギオ基金創立祝賀会

馨計理!

鶴亀し̲.̀

ゝ農÷手書可甘鶴丸

!草華堂些聖堂

「何か私にできることはないの」というシス

ター海野の言葉に、日系フィリピン人たちの答えはいつ
も「子どもの教育」。ほとんど定職を持たず、食べてい
くこともままならない彼らにとって、学校の授業料は大
変な負担でした。

「この恵まれない日系人の子どもたち

に奨学金を提供し、この国のために有為な人材を育てる

支援の協力をお願いできませんか」という相談を受けた
ロータリアンが東京のロータリアンに呼び掛け、まさに
一隅を照らす事業と、国際奉仕活動の一環として実施し、
霊園

3年の準備期間を経て、

81年9月22日、バギオ基金

を創立しました。
ロータリーの友
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バギオ基金の現況
●財団設立 2009年7別日 ●基本財産 2億与,934万1,977円 ●奨学金を与えた学生数
●受け入れ留学生数14人 ●提供奨学金 65万1,100ドル十380万円 ●後援・関係RC数 396RC (34地区)
●後援音数 4,077人 ●バギオ訪問回数と参加延べ人数1977-2018年度まで40回/1,32与人
●創立1981年9月22日
3,863人

●

第42回バギオ訪問交流の旅

参加者募集中

バギオ基金は2021年に創立40周年を迎えます。

昨年は財団設立10周年でもありました。新型コロ

ナウイルス感染症の影響で、周年事業も訪問交流の

旅もできませんでしたが、今年度、第42回バギオ
訪問交流の旅を、

2021年2月11へ14日で実施

します。

今回はこれまでに交流の旅に参加した人からの意
見を参考に、当日の交歓会で多くの奨学生と交流で
きるよう準備中ですが、状況によっては4月末へ5

の方は、バギオ基金事務局までお問い合わせくださ

月初めに延期する可能性もあります。参加をご希望

い。

バギオ基金奨学生からの便り
現地の奨学生から感謝の手紙が届きました。バギ才に訪問できなくても連絡を取り合い、つながっています,

図2020年は大変な年のようです。世界中で多くの災害が起きています。
皆さんの健康と安全を心から祈っています。良いことをしている皆

さんなら大丈夫です。皆さんへの感謝の気持ちを忘れたことはありません。
皆さんの支援がなければ、中学・高校で勉強する機会を得ることはできませ

んでした。本当にありがとうございます。いつまでもお元気で。

クラリザ・カタモラ

図今年も支援してく
だきりありがとう
ございます。今年でバギ
オ高校の10年生になりま

す。奨学金のおかげで勉
強することができていま
す。奨学金がなかったら、

10年生まで進級できな

かったと思います。私は
医者になるという目標の
ために、良い成績を取る

アイビー・プサイ工ン

ことを約束します。

一般財団法人比国育英会バギオ基金事務局

○卓話お申し込み

○ご寄付をお寄せください

Te上03-5367-1937

バギオ基金の概要を例会でご説明
します。ご希望の場合は左記事務

三井住友銀行東京中央支店(普通)

局までお問い合わせください。

喜郵便振替

E-maii

:

Fax.

03-5367-1938

baguiofund@eOS.OCn.nejp

ウェブサイト:www.baguiofu

令和2年12月号

nd.o「.j

p

書銀行振込

口座番号001

8246604

30-0-102022
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理事長

玄室

千

(平成

次に、財団設立時より評議員の任にあり、当財団の

22)年12月24日、内閣府より公益財団法人として

発展に寄与してくださいました、伊藤義郎評議員、重

の認定を受けました。以来、日本各地のロータリーク
ラブの会員の皆さま、関係各位のご支援に支えられ、

田政信評議員が任期満了にて退任されました。また、
2012年以来の貢献をいただいておりました、吉富誠

10年の軌跡を残してまいりました。

一評議員も任期満了となりました。これまでの財団運

公益財団法人ロータリー日本財団は、

2010

1年間

営に対し多大なるお導きをいただきましたことに、こ

で12万9,200件、総額19億4,469万円余のご寄付

の場をお借りして、心から御礼申し上げます。新たな

が寄せられました。皆さまの厚いご支援に心より慰謝

役員の皆さまと共に、人々が健康で幸せに暮らせる社

申し上げます。

会の実現と、その維持に寄与すべく、今後も財団の運

昨年度は、コロナ禍の台頭にもかかわらず、

この度の役員改選に当たりましては、まず、評議員

営を行ってまいりたいと存じます。

選定委員会の外部委員を2人から3人に増員し、新
たに斎藤直美元評議員に加わっていただきました。時
代に合わせた、柔軟でリスクに備えた組織の体制を作

皆さまにおかれましては、当財団の事業報告をご照覧

り上げることができたと考えております。

援を賜りますようお願い申し上げます。

自

令和元年7月1日

ここに、令和元年度の事業の状況を提示いたします。

の上、引き続き、当財団に対する温かいご理解とご支

至

令和2年6月30白

熊力開発修了証プログラムに参加する資金を援助するも

1.事業内容

ロータリー日本財団(以下、本財団という)は、世界

のです。なお、令和元年度は新型コロナウイルス感染症

理解、親善、平和の達成に資する公益事業を行うことを

の拡大防止のため、留学先の要請により、オンラインに

目的としております。本財団の主な事業は奨学金を付与

よる遠隔授業などを自国で受ける場合は、これを認める
ことにいたしました。

すること、および本財団と目的を同じくする国際ロータ
リー(R暮)のロータリー財団への支援を行うことです。

* 2大学が共同で1つのセンターを設置しているため、大学
数とセンター数は-致しない。

2.奨学金事業

本財団は個人が海外留学するため、もしくは海外から

3.

R

iのロータリー財団への支援事業

日本へ留学するためにグローバル補助金奨学金を付与す

本財団の事業の一つとして、本財団と目的を同じくす

ることとしています。グローバル補助金の重点分野の研

るR量のロータリー財団への支援事業を行いました。寄

究に従事することを目的として、この奨学金を利用する
ことが可能になっています。

付金は、

また、個人が海外留学するため、もしくは海外から日

本へ留学するために、ロータリー平和フェローシップの
付与も行うこととしています。本ロータリー平和フェ
ローシップは、全世界7校の大学に設置された6っの
平和と紛争解決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」のいずれかで修士課程または専門
寄付者種類

件数

年次基金

個人

123,与31

法人

ロータリークラブ

R

Iのロータリー財団の管理の下で、日本を含

め全世界約3万6,000のロータリークラブを通じて公
益事業に使われております。

R

Iのロータリー財団はア

メリカに本部を置く非営利法人です。本財団には、令和
元年7月から令和2年6月までの1年間で12万9,200
件、総額19億4,469万4,406円の寄付が寄せられ、

そのうち昨年度の末送金分と合わせて17億8,650万円

をR

恒久基金

Iのロータリー財団へ寄付しています。
ポリオプラス

その他の基金

合計

1,141,480,861

260,502,983

181,792,44う

12,287,630

1,与96,06う,919

2,529

32,273,187

19,739,400

2,707,633

0

54,720,220

3,0与6

1与8,7与2,368

8,9与9,988

89,16与,986

0

0

213,811

17,816,421

274.694,763

0

213,811

ローターアクトクラブ

11

インターアクトクラブ

12

4,320

0

249,157

0

25う,477

地区

53

4,与04,904

0

12,496,007

707,80与

17,708,716

8

鵜,030

0

1,006,470

0

1,039,与00

129,200

1,う37,048,670

287,631,509

30,811,8与6

1,944,694,406

その他
計
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干 潮 銘 湖 址醐木椀

園

公益財団法人ロータリー日本財団

理事・監事・評議貴名簿

玄室(京都)

森嶋

庸吉

(船橋西)

黒田

正宏(八戸南)

宮崎

茂和

(福井)

大童

備

柳節(小牧)

小沢

一彦

(横須賀)

池田

徳博(鶴岡西)

嘆夫(千里)

片山

主水 (名古屋東南)

大仁(札幌幌南)

飯村

償一

(宇都宮90)

富田

謙三(京都)

田中

作次

(八潮)

舟木いさ子(東京白金)

好政(児島)
誠(横浜西)

明(姫路)

剛(茅ヶ崎湘南)鈴木

雅博 (市原中央)

石黒

(宝塚武庫川)佐久間崇源(東京目黒)

橋本

長平(京都東)

辰野

克彦(東京西)

慶一(鶴岡西)

貸借対照表
令和2年6月30日現在
善書喜喜喜喜漢≡

当

年

度

(単位:円)
詞看喜匿案距

類書喜音源

I資産の部
1.流動資産

現金預金
未収金
前払費用

11,与20,77与

56,888,8う4

△4与,368,079

9,5与3

9,523

30

220,000

0

220,000

11,7与0,328

56,898,377

△4与,148,049

定期預金

114,100,000

114,100,000

0

基本財産合計

114,100,000

114,100,000

0

297,494′643

327,115,28う

△29,620,640

297,494,643

327,11与,283

△29,620,640

873,644

1,007,926

△134,282

87う.644

1,007,926

△134,282

固定資産合計

412,468,287

442,223,209

△29,7与4,922

資産合計

4之4,218,615

499,121,与86

△74,902,971

流動資産合計
2.固定資産
(1)基本財産

(2)特定資産

寄付金送金資産

特定資産合計
(3)その他固定資産

建物

その他固定資産合計

II負債の部
1.流動負債

未払費用

仮受金

流動負債合計

9,与29,与07

208,000
9,737,507

5与,13与,501

△4与,605,994
之08,000

0
与与,13与,与01

△4与,397,994

2.固定負債

固定負債合計
負債合計

0

0

0

9,737,与07

与与,135,501

△4与,397,994

寄付金

297,494.643

327,11与,283

△29,620,640

定期預金

114,100,000

114,100,000

0

411,与94,643

441,215,283

△29,620,640

(114,100,000)

(114,100,000)

(

(297,494,643)

(327,115,283)

(29,620,640)

1I看正味財産の部

1.指定正味財産

指定正味財産合計
(うち基本財産への充当額)
(うち特定資産への充当額)
2.一般正味財産

0)

2,886,46与

2,770,802

115,663

正味財産合計

414,481,108

443,986,08与

△29,504,977

負債及び正味財産合計

424,218,61与

499,121,586

△74,902,971

令和2年12月号
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正味財産増減計算書
令和元年7月1日から令和2年6月30日まで
∴聖書喜喜喜喜喜≡
t

(単位:円)
閏喜喜喜藤

菰看喜鰹…菓鵜苫

￣;看漢…案藍

一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益

基本財産運用益
基本財産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付合計
雑収益
受取利息
経常収益計

11,441

31

11.410

1,337,048,670

1,391,209,324

△54,160,654

637,266,376

46与,731,010

171,与35.366

1,974,31与,046

1,8与6,940.334

117,374,712

4.128

3,236

892

1,974,330,615

1,8与6,954,980

117,375,63与

1,211,与32

1,223,413

△11,881

76,764

76,770

△6

20与,002

225,424

△20,422

(2)経常費用

事業費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品質
印刷製本費
賃借料
支払寄付金
委託費
奨学金
事業費計
管理費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品質
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額

72.与76

68,040

4,与36

4,710,929

4,413,807

297,122

1,786,与00,000

1,529,000,000

257,与00′000

1,863,289

1,9鵜,与23

△70,234

174,186,39与

314,210,767

△140.024,372

1,968,826,487

1,8与1,1与1,744

117,674,743

13与,9与0

176.与80

△40,630

549,与82

7与1,140

△201,与58

213,317

222,303

△8,986

134,282

1う4,与与1

△269

32,916

32,909

7

87.8与6

96,614

△8,7与8

与2,800

10与,300

△52,与00

2.018,966

1,891,639

127,327

214,074

304,2与3

△90,179

△1,79与

11,197

12,992

1,599,379

1,58与,036

14,343

338,146

367,606

△29,460

与,388,46与

与,680,923

△292,4与8

1,974,214,9与2

1,8与6,832,667

117,382,285

11与,663

122,313

△6,6与0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11与,663

122,313

△6,6与0

11与,663

122,313

△6,6与0

2,770,802

2,648,489

122,313

2,886,465

2,770,802

115,66う

607,64与,736

与75,733,574

31.912.162

△637,266,376

△46与,731,010

△171,与3与,366

△29,620,640

110,002,564

△1う9,623,204

441,21与,28う

331,212,719

110,002,与64

411,594,643

441,21与,283

△29,620,640

414,481,108

443.986.085

△29.504.977

2.経常外増減の部
(1)経常外収益

経常外収益計
(2)経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
li指定正味財産増減の部

受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替頼
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
lil正味財雇期末残高
※事業報告書の寄付金総額1,944,694,406円は、
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2020

VOし.68

N○○12

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(

1

)固定資産の減価償却方法

定率法(ただし、建物[建物付属設備を除く]については定額法)を採用しております。
(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりです。
善書喜喜喜喜喜音量

基本財産

定期預金

特定資産

寄付金送金資産

小
合

計
計

￣

当期減少額

講弐藍格常州離

￣罰 賊高
…厩

4,100,000

0

0

11 4,100,000

11 4,100,000

0

0

11 4,100,000

32 7,11与,283

297,494 643

327,11与,28う

29 7,494,643

32 7,11与,283

297,494 643

327,11与,28う

29 7,494,643

44 1,21与,283

297,494 643

327,115.283

41 1,与94,643

11

計

小

(単位:円)

賊高

…両難毘

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
(単位:円)

科

基本財産

目

定期預金

計

小
特定資産

寄付金送金資産

計
計

小
合

うち指定正味財産
小鼻の苔当額)

当期末残高

114,100,000

(114.100,000)

114,100,000

(114,100,000)

297,494,643

(297,494,643)

297,494,643

(297,494,643)

411,594,643

(411,594,643)

(うち-般正味財産
小鼻の苔当福l

(うち負債に
対応する猫l

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
(単位:円)

科

成価償却累計額

取得価額

目

その他固定資産
建物
計

合

当期末残高

1,960,423

1,086,779

873,644

1,960,423

1,086,779

87う,644

5.指定正味財産から-般正味財産への振替顎の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
(単位:円)

容

内

経常収益への振替額
受取寄付金
計
合

調書喜音読

637,266,376
637,266,376

6.その他

資産除去債務関係
当財団は、

R

I日本事務局と事務所を共用しており、オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における

原状回復に係る債務を有しております。しかし、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予
定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計
上しておりません。
※公益財団法人ロータリー日本財団の詳細につきましては、同財団のウェブサイトpii手r缶orgをご覧ください。
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世界中の
ロータリープロジェクト鼠O丁ARY12胴から

豊甜措置。
モルドバと
ルーマニア

̀

A

Cup

ofHappiness

プロジェクトでは、ロ

ーターアクターたちが紅茶やホットワインなどの
飲み物を、

2つの国で構成する第2241地区内の

クリスマス市で販売しています。もう10年以上
続いているプロジェクトです。

「温かい飲み物は、

プロジェクトと地区のロゴ入りのカップに入れて

販売します」と、モルドバのキシナウ・ローター
アクトクラブ(RAC)のダン・ザグナットさん
は言います。

「実は本当に売りたいのはカップで

す。飲み物はおまけのようなものなので、カップ
だけでも買うことができます」

(記事執筆時点で

は2020年の実施は未定)。このプロジェクトを
通じて、ルーマニアのシビウRACは7,000ドル

(約74万円)近くを都立病院の循環器科の機器購

入資金として寄付。また、ルーマニア・クルジュ
ナポカのクルジュナポカRAC、クルジュナポカ・

マラウ

チェタツイェRAC、クルジュナポカSAMVS

RAC、ビジオ・クルジュナポカRACば、約

リロングウェ・ロータリークラ

6,000ドル(約63万円)を市内のドミニコ・ス

ブ(RC)の会員たちは、例会で

タンカ産婦人科クリニックの外来病棟の建設費と

の昼食をやめ、浮いた昼食代(多

して提供しました。

くの人がそれ以上の金額を寄付し

ましたが)をチウェザ村の2カ
所に水飲み場を設置する費用にす
ると決めました。そして2,400

14クラブ

ドル(約25万円)を建設費と

2019年のA

して寄付。

プロジェクトに参加したクラブ

「設置するのは児童数

Cup

of

Happiness

6,500人のチモラ小学校と村の

中に重カ所です。学校には飲み
水や手洗いに使う水がなかったの
です」とクラブ会員のノーラ・チヤ

ヴラ・チャーワさんが説明しま
す。学校に設置した水飲み場の費
用は住民が支払う使用料で賄うと
のこと。

5月にはどちらも稼働し

ており、以前は遠くまで出向いて

長い行列に並び、地面を掘り抜い
て造った井戸から水をくまなけれ
ばならなかった住民たちは、大人
も子どももこのプロジェクトのお
かげで生活が変わりました。

40

ロータリーの友

与60万人誤

安全な水を入手できない

2020

VOし.68

NO.12

ミルウォーキー北部郊外のメコン・センズビル・サンライズRCば
整備を手伝っている州立公園に、

6月に、環境に優しい雑草駆除隊とし

て的40頭のヤギを公園に放ちました。ロータリアンが年に2回、

100

人ほどのボランティアを率いて草取りをしても整備できないほど雑草が
茂ったエリアでも、牧場と契約して借りてきたヤギたちが雑草を食べて
くれました。

「手作業ではとても追いつきません」とクラブ会員のコ二一・プケイ
トさんは言います。

「ロータリアンがヤギの放牧地に電流のフェンスを

建てて、シフト制でヤギを見守り、水をやり、

1日2回フェンスを見

回りました。何人かの地元の土地所有者と地方自治体からも、ヤギによ
る除草についての問い合わせがありました」

アメリカ

モンゴル
ウランバートル・ピースアベ
ニューR

Cが、識字率向上のために

始めたLet

s

Read構想を発展させ、

47億的レ

地元住民の憩いの場、ゲル・イノ

2017年度のエクアドル

ベーションセンターに図書室を創

の魚輸出高

設しました。この施設には約6,000

エクアドル

人の利用者がいますが、その約3
分の1は18歳未満の若者です。
Let

マグニチュード7.8の大地震がエクアドルの海岸地帯を襲ってから4年

sRead構想では、障害者向

以上がたった今も、キトオクシデンテRCは、震源地近くの漁村・ドンファ

けの書籍を含む、さまざまな書籍を

ンの被災者支援を行っています。同クラブの会員たちは2016年に持続可

寄贈しています。

能な漁業への移行を支援するため、他のクラブやN

「絵本も、オーディ

G

Oと協力して魚処理

オブックも、点字の本も、手話の動

センターの建設に2万4,000ドル(約250万円)を寄付しました。

画もあります。それに、特別支援学

年7月には新型コロナウイルスにより経済的な打撃を受けた漁村のため

級にも備品を提供しています」とク

に、震災後に結成されたドンファン零細漁業生産協会と協力して、地域の約

ラブ会員のスサド・ネルグイさんは

300世帯に食料品の詰め合わせを届けました。

2020

-BRAD

WEBB郎

言います。ナーラグ・ウランバート

ルRCの取り組みから着想を得た
この試みでは、国内ばかりでなく国

際協力の力が証明された、とネルグ
イさん。

「保護者や教師、司書への

研修も行われたLet

s

Read構想は、

モンゴル、香港、日本、アメリカの

数多くのロータリークラブやスポ
ンサー、個々のロータリアンのおか
げで実現できました」
令和2年12月号
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ロータリー日本国内全地区合同プロジェクト

ー
台湾北部にあるアジア屈指の世界都市︒来年6月には米山学友世界大会﹁出会い・肌台湾﹂の開催も予定されています︒

台湾・台北

腰米山から世界の町へ②

(公財)ロータリー米山記念奨学会

米山奨学生・米山学友の近況を、その故郷や、
いま暮らしている町とともに紹介するシリーズ
です。今回の紹介者は・…・・

以敦股扮有限公司(iNDEX

CORPORATION)社長

第3480地区・台北東海R
2004

-

チン

シチャン

陳

思乾さん

(台湾/

「実家茹(皆さん、こんにちは)

C創立会員

06年台湾米山学友会第3代理事長

1973

-

75/大阪淀川RC)

!」

間もなく2021年が幕を開けます。

6月12へ16日にはロータリー国際大会(開

会式は13日)が、私の住む台北で開催されます。台湾に帰国後、

1995年別立の台

北東海ロータリークラブ(RC)に入会した私は、ロータリアンとしてこの日を心待
ちにしているのはもちろんのこと、米山学友としては、もう一つのイベントを楽しみ
にしています。それは、
台湾米山学友会の主催で、

2年に1度開かれる米山学友の世界大会です。今回は私たち
6月12日「出会いin台湾」と題して開催します。私は実

行委員長として、学友会の仲間と準備に奔走しています。
台湾米山学友会は世界で最初の米山学友会です。活発な活動の中で、私たちが特に
誇りにしているのば台湾に留学する日本人への奨学支援です。

2009年の開始以来、

累計36人を支援し、卒業生とも交流を続けています。先日、最初の奨学生と再会し、

思い出話に花が咲きました。現在では各奨学生に世話クラブやカウンセラーを指名し
ていますが、当時は「(米山学友たちが)入れ代わり立ち代わり食事や活動に誘って

ば世話を焼いてくれるので、綜構忙しかった」と笑い話にもなりました。今後は、両

国の奨学生を通じ信頼関係がより深くなっていくことを期待しています。
さて、台北といえば現在では台湾最大の都市ですが、かつては荒野が広がるような

土地でした。

18世紀に開拓が始まり、人口が増え、躍らような町ができました。

日本統治時代の50年間に建てられたさまざまな建築物は、修復を重ねて今なお使用
されているものも少なくありません。

例えば野村一郎氏と荒木栄一氏という2人の建築家が設計したギリシャ風の「児

\ミタ:
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もう一つ紹介したいのは、今年

7月にオープンした国立台湾博物

館鉄道部パーク。ここは日本統治
時代に建てられた鉄道当局庁舎が

活用されています。常設展では昔
ながらの券売機や乗車券、鉄道信
号機、駅弁などが展示されていま

す。私が特に興味を持ったのは、
1908年に開業した台湾鉄道ホテ

ルに関する展示。当時の最高級ホ

テルで、浴室付きの部屋は1泊
16円。同じ時期の東京帝国ホテ

ルは12円だったそうですから、
格式の高さがうかがわれます。

創立された台北R

1931年に台湾で最初に

Cの準備会や発会が行われたのも、こ

のホテルです。台北R

Cの創立に尽力した米山梅吉翁も

この時同席され、台北のラジオ局で「国際ロータリーの

組織に就て」と題した講話を行ったそうです。
台湾の人は親切で、面識がなくてもよく声を掛けます。

特に道に迷っている時、何か困っていそうな時に、声を
写真上・左:7月

掛けてくれる人が多くいます。台湾料理はおいしく、

6

にオープンした国

月は台湾マンゴーのベストシーズンですし、他にもさま

立台湾博物館鉄道

ざまな南国フルーツが楽しめます。

部パークの建物と

そのエントランス

日本のロータリアンの皆さん、米山学友の皆さん、来
仕,ふ船外ム沈重△.、孟,

。ヱ,盤謹選珊宵宮も,すい瓜

年はぜひ台湾で会いましょう!郭錦堂理事長をはじめ
台湾米山学友会を挙げて、皆さんを心から歓迎します。

※米山記念奨学事業、または「よねやまだより」へのお問い合わせは、
Tei

令和2年12月号

:

03-3434-8681

Fax

:

03-3578-8281

(公財)ロータリー米山諦念奨学会まで

Eメー/レ:

mail@rotary-yOneyama.Or.jp

ロータリーの友

43

⊥
(移-

」

連

載

COAT

「

大人の㊥
着こなし図鑑

テ̲マ:コート
地球温暖化の影響もあり、コートを着用する機会は減ってるようですが、そ
れはあくまでスーツの上に着用するオーバーコートの場合。昨今はオフィス
スタイルのカジュアル化の流れで、ジャケットコートと呼ぶべき、シャツ上
やセーター上に直接着用するコートが人気を博しています。

いえば「柔らかくて軽い」というイメー

基本はチェスター
一口に

コート

ジですが、軽いものはカシミヤの分量
といっても、トレン

チコート、ステンカラーコート、ピー

ですから、コートには原毛をたくさん

コート、ダッフルコートなど、種類が

使った、重量感のある生地を選びま

たくさんあります。トレンチならフォー

しょう。

マルで、ダッフルならカジュアルと簡

既にチェスターコートをお持ちであ

単に言い切れるものではありませんが、

ればお持ちのコートとは他の色、柄、

ビジネスシーンで最もフォーマルとい

デザインに挑戦してみては?

われ、あらゆるシチュエーションに対

れ度アップは間違いありません。

応できるチェスター(フィールド)コー

トを1点持っていても損ではありませ
チェスターコートとは、スーツのジャ

し、ボタンの位置を上げた感じといえ

できれば、何着かを持っておき、交代

ば分かりやすいでしょうか。膝下まで

で休ませることが理想です。

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。東
京北RC会員。人生のモットーは
「向き不向きよりも前向き」
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コートで傷みやすい場所は襟と袖で

着たり脱いだりしやすい膝上のショー

す。これは肌が直接触れるために皮脂

ト丈も、スポーティーなイメージが加

が付きやすいからです。このため首元

わりすてきです。

にはマフラーやストールを着用しま

基本は無地ベースの、紺、黒、チャ

1%7年生まれ。アサカ(株)取締役・

れたコートは、最低10年は着ることが

できます。大切なのは毎日着ないこと。

お薦めの色や素材は

Takcshi

良いものを長く着るために

ケットのデザインからさらに丈を長く

のロング丈が基本のデザインですが、

Asaka

おしゃ

上質なカシミヤやウールなどで作ら

ん。

安積武史

が少ないために保温力がありません。

しょう。袖は皮脂が付着する上に、擦
れて生地が薄くもなります。購入する

際にはちょうどいい袖の長さより少し

コールグレーですが、カジュアル感を

長いものを購入するといいでしょう。

少し出してもいいなら暖かさをイメー

生地が擦り切れそうになった時に、袖

ジさせる茶色やベージュもお薦めです。

を1センチ程度詰めることで擦り切れ

生地の素材は、ウール、カシミヤ、

部分が内側に入り込み、きれいな部分

コットン、ハリスツイード、ナイロン

が袖の返り部分になります。

11月号の「ジャ

色の濃いコートは汚れや食べ物のシ

ケパン」でも触れた通り、カシミヤと

ミが目立ちにくく、そのまま放置する

がよく使われています。

2020
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ローダノアンにお薦めのコート

※

「比翼仕立て」

:ボタンが見えないデザイン/

「打ち抜き」

:ボタンが見えるデザイン/

「6×2」

:

6つボタン2つ掛け

とカどや虫食いの原因になります。こ

のような場合、丁寧にブラッシングす
ることで汚れが落ちます。ブラッシン

グで汚れを浮き立たせて、必要があれ

ば水と中性洗剤を含ませた布などを
使って、汚れを落としましょう。

また、春先には風に乗って虫の卵が
コートに付着することがあります。そ
れを気付かずにクローゼットにしまう
と大変!!最高の環境で生まれた虫が、

コートに穴を開けます。やはりこまめ

にブラッシングすることが大切です。
以上のことに気を付けていれば、シー

ズンごとのクリーニングの必要もなく

コートを長く着用できます。
もっと詳しく知りたい方はこちら。
WWW.
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次回のテーマは「礼服」。お楽しみに!
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ロータリーの友

4与

奇二㌢二・番ごっ

こ二三三三二

i

あなたの
ストーリーは
〇

i

〇〇

〇一〇一
l

i

i

i

」

○

○

̲

̲

̲

クラブのこと、ロータリーが世界で行って
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-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

図四四

ポール弓、地誌嘉
島一女男山
ト第3章
ポール・ハリスの沈思黙考(後半)

:/二三二\ミ\

オルガン製造業
アルバート・ホワイト

チャールズは1924年に

シカゴロータリークラブの
会長になりましたが、彼は
初期ロータリーのことを
全部覚えていたと
いわれています。

洗濯業
アーサー・アーウイン

こうしてシルベスター・シールが
初代会長に任命された後、

次に、クラブの名称を決める
ことになるのですが…。

こういう方向から考えて
みるのはどうだろう?

これはどうだ?
Booster

趣旨がずれているな…

The

Club

Round

Table

Club

いや、それよりも…

華麗許
諾晶,盤と整d￣Fun￣Fellowship
Friends

Trade

Windy

in

and

Club)

Business

Talk

Cfty

Club

Roundup

数多くの案が机を埋め尽くす頃、
誰ともなく声が上がりました…

回書タリ臆の

未来を
築く
行動人のための、行動人による大胆な計画

ロータリーは今、より強く、効果的で、活気ある未来に向けた新たな方向性を描いて

います。この取り組みの中心にあるのが、ロータリーの「行動計画」です。これは、
自分たちが望むロータリー、そして世界が望むロータリーとなるための、複数年にわ

たる戦略的ロードマップです。会員の職業スキルや能力を土台とする行動計画を通じ
て、ロータリーは会員、クラブ、世界的コミュニティの強みを生かすことができます。

行動計画の策定においては、データ、会員基盤の見通し、社会の動向が重視されまし
た。また、ロータリーの未来について、ロータリアンやローターアクターなど多くの

人にご意見を伺った結果、ロータリーには次のことが必要であるとの意見が寄せられ
ました:

変化に敏速に対応し、新しいアイデアや人を受け入れることで、人口や社会の変化に
応じて発展できるようになること

データを積極的に収集・活用することで、プログラムを向上させ、人道的ニーズに対
する持続可能なインパクトをもたらすこと

新しいテクノロジーを活用し、より豊かで、人を引きつけ、参加しやすい経験を提供
することで、より多くの新たなリーダーがロータリーを通じてつながりあえるように
すること

上記を基に、自分たちが望むロータリーへと進化するために何が必要であるかを評価
しました。行動計画は野心的、でも実現可能です。
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行動計画
四つの優先事項

優先事項1

より大きな
インパクトを
もたらす
優先事項3

参加者の
積極的な
かかわりを促す

優先事項2

参加者の
基盤を
広げる
優先事項4

適応力を
高める

詳しく知りたい方へ
ロータリーの未来を築くために行動しましょう。
まずはrotary.o「g/àtionpianをご参照ください。

Rota「y轡
令和2年12月号

ロータリーの友

与5

ニュージェネレーション

NEW

籍あってロータリーに触れた若者た

GENERA丁lON
ました。

僕らの10年計画
ローテックス

ち二彼らはいま、何を思い、どんな
ことに挑戦しているのでしょうか。

10年後に解決でき

なくても、目標の達成には近

川口

翔太

づいているはずです。
また、留学中に感じたこと

SDG

s

(持続可能な開発目標)という言葉をお聞き

になったことがあると思います。

2030年までに持続可

国にとても影響されやすいと

ころがあります。留学したエ

能でよりよい世界を目指す国際目標です。

僕の適う高校では「探求」という授業があり、生徒一
人一人が研究テーマを掲げ、レポートにします。

の一つが、開発途上国は先進

5月、

クアドルのショッピングセン
ターに並ぶ商品のほとんどは

アメリカで白人警察官の不適切な拘束によって黒人男性

輸入品でした。経済面で信頼

が死亡した事件の影響で、世界各国で差別や暴力に対す

されている先進国は他の面でも多くの影響を与えるでし

る抗議デモが行われました。また、デモに参加した若者

ょう。先進国日本から世界中に発信し、またその国の若

に「10年後、またこのような問題が起きないように、

者である僕たちがS

君たちが解決策を編み出す必要がある」と大人の男性が

問題に対する意識改革をすることによって、目標の達成

言い聞かせる動画が話題になりました。僕は正直、あと

に近づくと考えています。

10年でこの問題が完全に解決するとは思いません。だ

から研究テーマに「10年後、人々は不平等な世界がな
くなることについてゴールが見えているのか?」を掲げ

将来は国の発展の一翼に
米山奨学生

グ工ン・フィー・ロン

DG

sに掲げられているさまざまな

神奈Iii県横浜市出身。桐蔭学園高校2年。

2019-20年度第2与90

地区青少年交換学生としてエクアドルへ派遣。趣味は〇人旅、
人で映画を見に行くこと。

〇

学先として首都圏ではなく、地方の大分大学を選んだ理
由は、地域の活性化にどう取り組んでいるのかを自分の
目で確かめたかったからです。在学中には、県内の過疎

地である大入島や玖珠町八幡地区などの住民と交流し、
私は現在、大分大学大学院

地元の人が大事にしている地域の魅力を再認識してもら

で応用化学を専攻していま

い、都会にはない地元の価値を共有することができまし

す。私の故郷ベトナム北部で

た。将来、私の母国ベトナムでもこのような活動を続け

は、自生している植物や農産

て、特にベトナム北部山岳地域での町おこしに、この経

物などの天然・農産資源が豊

験を役立てていきたいと考えています。

富です。しかし、それらを加

将来は日本で学んだ知識や技術、人脈を生かして自国

工して製品化する技術があま

で起業し、ベトナムの天然・農産資源を用いて健康食品

り発展しておらず、これまで

や薬品を製造していきたいです。地域社会への貢献と国

に有効活用されてきませんで

の発展の一翼を担えるようになりたいです。また、支え

した。

てくれたロータリーの皆さんとの絆を大切にして、将来

高校生の時から化学を専攻
していた私は、さらに外国で

ロータリアンになりたいと考えています。
ベトナム出身。大分大学大学院工学研究科応用化学専攻博士前期

学ぶ必要があると感じ この数十年間で交流が盛んに

課程2年。奨学期間:2019年4月へ21年3月、世話クラブ:2720

なってきている日本に留学することを決意しました。留

」apan

O.K.ローダノーEクラブ趣味はギターとルーピソクキューブ

●皆さんの周りの若い人をご紹介ください!ロータリーのプログラムに参加したことのある10˜30代までの若者(現役、学友
どちらも可)を『友』編集部にご推薦ください。話人用紙は『友』ウェブサイトwww.rotary-nO-tOmOjpからダウンロードできます。
与6
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バ衰Iしを解いて、ロータII一を学ぼうI

今月は数狼。ローダノーのことはよく分からない、とい
う人もご心配なく。パズルは-舷的な問題で、ご家族の方
と-緒に楽しめます。

細。。

さて、今回の答えは、ロータリーの何の数字になるでしょ

うか。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

①まだ数字の入っていないマスに1から9までの数字のどれかを1つずつ入れましょう。
0

(ゼロ)は使いません。

②タテ列(9列あります)、ヨコ列(9列あります)、太線で囲まれた3×3のブロック
(9つあります)のそれぞれに、 1から9までの数字が1つずつ入るようにします。

4

9

6

9

「

□
8

1

9
8

5
3

5

□

4

6
1

8

3

7

4

6

4

2

3

5

数字をお答えください

「

撃墜
毎月与人に
『ローダノーの友』ロゴ入り

日本けん玉協会公腿

「競技用けん玉」を
プレゼント=

2つの二重枠のマスに入った数字を合計した

田口

◆パズルdeローダノー応募方法◆

郵送での応募は郵便はがきに、①

「12

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

〒

105-0011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に関する回答は、

「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。
WEB応募は下記のURL、または右の2次元コードから。
rotary-nO-tOmOjp/puzzle.php

◆締め切り◆

2021年1月12日(火)必着

●パズルdeロータリー(9月号)の答えと当選者は、横組みP64に掲載しています

臆臆
臆■
国書
国書

討 曇

馬
営 飛

警
銀 写

l

令和2年12月号

星

歩

ロータリーの友
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年交換および/または2021年

る必要不可欠な旅行に以下を含めるこ

1月からの長期の青少年交換を再

とに同意しました。

開することを計画している参加認

〃会長、会長エレクト、管理委

定地区に、危機管理計画の策定を

員長およびこれらの配偶者に

利用するよう奨励しました。さら

よる旅行

国際ロータリー理事会の決定事項

に、ロータリー青少年交換の参加

世界的ポリオ根絶活動に関連

2020年9月

認定地区に、ロータリー青少年交

した旅行

換バーチャル交換のガイドライン

会合/行事の目的を達成する

2020年9月28へ30日にバーチャ

に従って、バーチャル交換を実施

にあたり、ボランティアによ

ル形式で会合を開き、

するという選択肢を検討するよう

る出席が必要とされている場

奨励しました。

合、または、その旅行者が直

国際ロータリー(RI)理事会は、

を確認し、

8の委員会報告

32の決定を行いました。

接会う形式で存在しなければ
クラブ・地区関連

会合関連

理事会は、

理事会は、

成功しない場合(例:行事招
2022年ロータリー国際大

集者による旅行は必要不可欠

の会員数に関する報告を受理しまし

会を2022年6月4へ8日にヒュー

である一方で、特定の講演者

た。ロータリアン数:117万4,890

ストン(アメリカ・テキサス州)で

による行事への旅行は必要不

人(2019年から1万4,576人減少)。

開催するという、第5830地区、第

可欠ではありません。また、

クラブ数:3万6,159

5890地区、第5910地区からの提案

招集者以外のパートナーや

を受理しました。

配偶者による行事への旅行も

2020年7月1日現在

(2019年から

269クラブ上昇)

必要不可欠とは見なされませ
プログラム・表彰関連

運営・財務関連

ん)。

理事会は、

理事会は、

目的国への入国に必要、また

は自国に戻るために必要な書

・ロータリーのリーダー職における
2021年7月1日から任期を開始

類を入手した学生ならびに

薦周期から、すべての地域リー

するロータリー財団管理委員とし

ロータリー平和フェローによ

ダー職に必要なバストガバナーの

て、ラリー・ランスフォード氏、

資格要件を削除するとともに、国

マーク・ダニエル・マローニー氏、

多様性を推進するため、次回の推

際ロータリーとゾーンの会合の講

・

る旅行
〃

よって認められている範囲内

三木明氏を選出しました。

演者の60%以上を同一のジェン

・コロナウイルスの世界的流行が続

ダーで占めないことに同意しまし

く中、2020年末まで、「ロータリー

た。

が資金を提供する旅行」としてみ

適応される地元政府の規則に

での理事による自国内での旅
行
〃

適応される地元政府の規則に

・ロータリーの新しい委員会構成の

なされるには、その旅行がロータ

よって認められている範囲内

ための詳細な3力問実行計画を立

リーの業務運営にとって必要不可

でのガバナーによる自国内で

案することに同憲しました。この

欠でなければならないことに同意

の旅行

計画には、ロータリー委員会を簡

しました。また、必要不可欠な旅

素化し、委員会の責務の重複をな

行とは、ロータリー業務ならびに

くし、ロータリー財団との合同委

以下の点で使命にとって不可欠で

タリーが資金を提供する旅行に付

員会を増やし、委員会の職務内容

ある旅行であると定義しました。

随した個人目的の旅行を認めない

に多くの変更を加えるなど 数々

a.直接会う形式でなければ実施

ことに同意しました。

の構造的変更が含まれています。

できない、または特定の場所

・インターアクト諮問委員会の創設

に行かなければ実施できない

スペイン風邪(1918年)

場合。

流行時のロータリアン

を承認しました。これは、現イン

与8

2020年12月31日まで、ロー

ターアクター、最近インターアク

b.直接会う会合/場所で、資金

トを卒業した学友、リエゾン理事

が提供された参加者がいなけ

るスペイン風邪。多くの都市で劇場や

(l年間の試験的試み)から成り、

れば、目的と意図した成果が

映画館が営業停止を余儀なくされ、一

インターアクト関連の事柄につい

得られない場合。

般市民の集会も禁止されました。その

て理事会に助言する委員会です。
・

・

2020年10月からの短期の青少
ロータリーの友

世界で5倍大が感染したといわれ

ような状況の中、当時のロータリーク

さらに、ロータリーが資金を提供す

ラブはそれぞれの活動に変更を加えつ
2020
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地元の公園で例会を開くアメリカ・カリフォルニア州バークリーR
掘影:エドウィン・

つ、感染者の支援にも当たりました。

新型コロナウ

1918年に発生し、その後も1年以

イルス感染症が

上にわたって断続的に続いたスペイン

世界的に流行し

風邪の世界的流行に対し、ロータリー

ている現在のよ

はどのように立ち向かったのでしょう

うに、当時のク

か。その歴史をご紹介します。

ラブも状況に適

インフルエンザの一種であるスペイ

応して行動する

ン風邪は19重8年の春、アメリカの兵

意欲に満ちてい

士から初めて感染が確認されました。

ました。ロータ

最も猛威を振るった第2波はその年

リアンは各地の

の9月から11月にかけてピークを迎

ガイドラインに

」

・マカラー(1931-32年クラブ会長)

C

/提供:IトクリーRC

えましたが、これは第一次世界大戦の

従って例会の開催方法を工夫し、自治

ルスの解説や、感染拡大の経路、安

最終局面と同時期でもありました。

体や医療従事者に必要な支援を提供し

全を保つ方法に関する知識を深めま

地域によっては病院が感染者であふ

ました。当時はアメリカ国外でのロー

した。ナイジェリアでは、アクワ・

れかえり、対応できなくなったため、

タリーの存在感はまだ薄かったため、

イポム州のロータリアンが新型コロ

学校や民家といった建物も仮設病院と

このような活動の多くがアメリカで行

ナウイルスの脅威について人々の意

して使用されました。ロータリー世界

われていましたが、今、新型コロナウ

識を高める活動を実施しました。

本部があったシカゴでは、新規感染者

イルス感染症に対するロータリーの対

数が1日で1,200人以上増加した時

・

1918年、ノースカロライナ州ウイ

ンストン・セーラムのロータリアン

応は世界規模で実施されています。

は、救急病院のためにベッドを確保

期もありました。
1918年、カリフォルニア州サクラ

したほか、ボランティアで救急車の

ルトレークシティーで開催された国際

メントとバークリーのロータリアン

運転手となり、市の健康調査でも協

大会に登壇した数人のガバナーによる

は、換気の悪い場所での会合を禁止

力しました。コネティカット州の

と、戦時の労働とスペイン風邪の影響

する地元の規制に従い、屋外で例会

ウオーターベリーRCも同様に、地

でクラブの活動やクラブ訪問は大きく

を開きました。

元の感染者を個別訪問し、病院の設

制限されたものの、ロータリーの奉仕

例会をオンラインで開催し、つなが

立も支援しました。

りを維持しています。

リピン・マカティのロータリアンは、

1919年6月にアメリカ・ユタ州ソ

の精神は揺るぎませんでした。

・

2020年、クラブは

2020年、フィ

アメリカ・オハイオ州の第10地区

・1918年、アメリカ・イリノイ州

複数の救急隔離施設の建設に資金を

のガバナーであったチャールズH.ブ

のカンカキ一・ロータリークラブ

提供し、パシグ市立子ども病院に入

ラウン氏は大会出席者に向けて「世

(RC)ば資金を調達し、赤十字社

院していた感染者で、集中治療が不

界中で疾病と激しい変化が発生してい

のソーシャルワーカーがスペイン風

要となった患者を収容する回復セン

る」と述べつつ、

邪の流行中、国内を移動するための

ターなどの設立を支援しました。経

州全体を見ると、ロータリークラブが

車両の購入を支援しました。

2020

過観察が不要となった患者をこのよ

ある全ての都市で、市民活動や社会活

年、韓国・第3700地区のロータリー

うな回復支援施設に移すことで、病

動の最前線にロータリークラブがあ

クラブが15万5,000ドルを赤十字

院の病床を空けることができます。

り、政府や人々に全力で奉仕している」

社に寄付しました。周りと協力して

と語っています。

変化を起こすロータリーの力は当時

スペイン風邪が猛威を振るう中、

よりも大きくなっています。

モンタナ州グレートフォールズの

「しかし、オハイオ

アメリカ・インディアナ州の第11

.

1919年、

『TheRotarian』誌は、

地区ガバナーであったジョン・ネーピ

・1918年、ノースカロライナ州

「ロータリー・インフルエンザ・チー

ア・ダイアー氏も、困難な時に支援の

シャーロットの二十数人のロータリ

ム」が、支援要員を雇わずに、自分

手を差し伸べるロータリアンの姿を目

アンがボーイスカウトのメンバーと

たちの手で必要な支援を全て行った

の当たりにしたと述べています。地区

協力し、スペイン風邪の拡大防止に

と紹介しています。

での通常の活動は数カ月で終わるもの

関するチラシを迅速かつ効果的に配

社会に対するこのような奉仕の精神

が多かっだ中で、

布しました。

は、アメリカ・メリーランド州のメ

「多くのロータリア

2020年、イタリアを

2020年、地域

ンが、病院経営者として、また感染

拠点とするフェニーチェ・デル・ト

トロ・べセスダR

者を見舞い、支援するなどして、この

ロント・ロータリーEクラブは、一

同クラブの会員は、自宅隔離を余儀

疾病との問いに貢献していた」と振り

般の人々をオンライン例会に招き、

なくされている一人暮らしの人たち

返っています。

ウイルス学者による新型コロナウイ

と連絡を取り、体調を尋ねたり、必

令和2年12月号

Cにも受け継がれ、

ロータリーの友

与9

要なものを届けたりする取り組みを

リーと世界ポリオ根絶推進計画(G

行っています。

E

も活用されています。

P

I)の主要パートナーが今日までに

また、ナイジェリア・ポルノ州での

築いてきたポリオ根絶活動のインフラ

予防接種活動で奮闘しているボラン

世界ポリオデー:

が、新型コロナウイルスの世界的流行

ティアの保健ワーカーや、子どもたち

大きな達成に焦点

への対応においてどのように役立てら

をポリオから守るためにアフガニスタ

れているかについて話しました。

ンで地域動員に尽力する人たちの様子

-MyRotaryから

も配信されました。

WHO事務局長付シニアアドバイ
ザーであるブルース・アイルワード氏

クルーガー氏は、ロータリアン3

は「ポリオ根絶活動を通じて構築した

人を含む「ポリオのパイオニア」たち

インフラは、地域社会の関与と連携の

と幼少期の経験について話しました。

方法、地域社会が実際に保健介入を行

これらのパイオニアは、

今年の世界ポリオデーの特別オンラ

うための指導方法、疾病サーベイラン

ジョナス・ソーク博士が開発したポリ

インプログラムは、フェイスブックに

スの方法など、他の多くの疾病に取り

オワクチンの大規模試験に参加した、

よって複数言語で配信され、日本で

組む上で非常に重要な役割を果たして

100万人以上の子どもたちの中に含

は10月24日午前8時から配信され

きました」と述べました。

まれます。

1950年代に

-Ryan

ました。ビル&メリンダ・ゲイツ財団

グローバルアップデートのパネリス

がスポンサーとなるこのプログラムで

トには、ビル&メリンダ・ゲイツ財

今後のR

は、パラリンピック選手で、今回の共

団グローバル開発部門長のクリスト

2021年6月12へ16日

同ホストとなるアデ・アデピタン氏、

ファー・ユリアス氏、ユニセフ事務局

台湾・台北

同じく共同ホストのロータリー財団管

長のへンリエッタH.フォア氏、アメ

(以下予定)

理委員のギ一夕・マネク氏、『T

ME』

リカ疾病対策センター・グローバルヘ

2022年6月4へ8日

誌の編集者であるジェフリー・クルー

ルスセンターディレクターのレベッ

アメリカ・ヒューストン

ガー氏、テレビニュースのホスト役で

カ・マーティン氏が登場しました。

I

アメリカ・シアトルRC会員のマー

エリアス氏は、世界には他にも伝染

Hyiand

l国際大会

読書†

ク・ライト氏、グラミー賞受賞歌手の

性の疾病が緊急的に流行しているもの

全世界ロータリアン総数

アンジェリーク・キジョー氏などが出

の、ロータリアンが常に支援してくれ

1,194,505人

演。アフリカ地域における野生型ポリ

ると話します。

クラブ数36,350クラブ

オ根絶の認定という歴史的達成事項に

リオ根絶キャンペーンで村の子どもた

地区数523地区

スポットライトが当てられました。

ちに行った支援から学んだことを生か

国と地域200以上

して、黄熱病やはしかのワクチンを子

ローターアクト会員数208,599人

どもたちに届けています」

クラブ数10,985クラブ

『TIME』誌の2020年「世界で

最も影響力のある100人」に選ばれ

「ロータリアンは、ポ

た、ナイジェリアのポリオプラス委員

グローバルアップデートでは、ポリ

長でレッキRC会員のツンジ・フン

オ根絶のインフラに基づくパンデミッ

インターアクト会員数349,761人

ショ氏は、この快挙がアフリカの会員

クへの対応戦略についても紹介してい

クラブ数15,207クラブ

とリーダー、そして世界中の支援者に

ます。エチオピアのポリオサーベイラ

国と地域150以上

よって成されたものであると述べまし

ンスチームが新型コロナウイルスの症

た。さらに、認識向上と資金調達のた

例を報告している他、アフガニスタン、

めに無数のロータリアンがイベントを

ナイジェリア、パキスタンでは、通常

催し、政府への働き掛けを行っている、

ポリオ対策に使用されている緊急活動

と指摘します。

センターが新型コロナウイルス対応に

「ポリオ根絶はまさに

国と地域160以上

2020年10月19日現在

口轄m。血

共同の取り組みです。この達成は私た
ち全員のものです」
2020年は、

100万人以上の命を奪

い、世界経済を震撼させている新型コ

掲載ウェブサイト:GPE

ロナウイルス感染症への言及なしに語

(世界ポi)オ根絶推進活動)

ることができません。

http://polioeradi⊂ation.orglpoIiotodayIpo

パネル討論・グローバルアップデー
トでは、世界保健の専門家が、ローダ
60
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人類が私たちの仕事
台北の寺院
2021年ロータリー国際大会で6

月12へ16日に台北を訪れる方は、

ビクトリア朝時代の霧に包まれたロンドンでクリスマスイブの晩、年老い
た守銭奴が一人机に着いています。

寺院など、台北の主要な遺跡をぜひ訪

冷酷無慈悲で自分勝手をエペネーザ・スクルージは、お金にしか興味があり

ねてみてください。台北でも人気の

ません。クリスマスディナーを一緒に過ごそうというおいの誘いを断り、困窮

高い龍山寺は仏教寺院ではあります
が、道教や儒教の影響も色濃い寺です。
1738年建立された精密な浮き彫りと

彩色の建物は、今日でも参拝客が後を
絶ちません。寺院の敷地内には小さな

滝や泉、コイの池など、安らげる場が
あります。
観音様や軍神など、

した人々の支援を拒み、安月給の事務員、ボブ・クラチットにしぶしぶクリス
マスの休みを出します。

しかし、帰宅したスクルージを奇妙な出来事が待ち受けていました。他界し
た共同経営者のジェイコブ・マーレイが椅子に縛り付けられた幽霊の姿で現れ、

自己中心的な生き方を改めなければ自分と同じ定めになるぞと言うのです。
これが、無情を世捨て人が、世のため人のために私財を投げ打つ人道主義者
へと改心する姿を描いた、チャールズ・ディケンズ著の名作『クリスマス・キャ

ロル』のあらすじです。私にとって、この小説は信仰や季節にかかわらず、大
100以上の神

様が祭られています。受験生は学問の

事な教訓を与えてくれる物語です。
特に好きなのは、精霊がスクルージを魔法でクラチットの自宅に連れていく

神の文昌帝君に祈り、商いについては、

シーンです。そこでスクルージは事務員を新しい視点で見るようになり、ささ

高名な将軍・関羽に祈ります。地下鉄

やかでも一家が寄り添い合うクラチット家のクリスマスを目の当たりにします。

MR

そして、友情や家族の愛、感謝といった贈り物は金勘定では測れないことをス

T

(台北の公共交通機関)の龍山

寺駅で降りればすぐそこです。

クルージは理解するのです。物語の終わりには、命ある限り、人類への奉仕に

シアハイチェンホアンミヤオ

霞海賊陸廟は縁結びの神・月下老

尽力するのに遅すぎることはないという、何より大事な教訓を彼は学びます。

人(写真)で有名です。おしゃれなブ

年末休暇の季節がやってきました。与え、分け合う季節ですが、これは家族

ティックやカフェが漢方薬や伝統工芸

や友人に限った話ではありません。出会ったことのない、一生出会うことのな

を売る伝統的なお店と並ぶ辿化街にあ

い人々、私たちほど恵まれていない人々、支援の手が必要な人々にも与え、分

ります。

け合いましょう。クリスマスイブの夜にスクルージが学んだ、人に与えるとい

国立中正紀念堂は台北で最も立派
な歴史的建造物で、中華民国の初代総

統である蒋介石の顕彰施設です。敷地
内には国家戯劇院と国家音楽庁、広大
な広場、手入れの行き届いた庭、安ら
げる泉などがあります。衛兵の交代は、

う奇跡の業は、まさに、ロータリー財団が1年365日行っていることです。

私たちの財団は慈善団体であると同時に、現場で活動する団体でもあります。

皆さんが支えてくれる補助金で、ロータリアンが現場で職業人としての専門知
識やスキルを提供していますから。そうして、母子を守り、パンデミックから

の地域社会の復活を支援するといった、ロータリーにとって最も重要な仕事を
私たちは行っているのです。

この分かち合う季節に、ぜひロータリー財団をご支援ください。財団へのご

寄付はあらゆる重点分野での活動を支えていることをお忘れなく。今日だけで

で、

なく、私たちがこの世を去ったのちも永遠に役立てられます。今日私たちが財

1時間ごとに見ることができます。
-Susie

L.Ma

団を支援し続ければ財団は今後も人々への奉仕という奇跡の仕事を続けるこ
とができるのです。ロータリー財団管理委員会に代わり、皆さんからの年内の

2021年台北国際大会の

参加登録はこちら
COnVention.rotary・O「g/ja

令和2年12月号

ご支援に厚くお礼申し上げます。
K.

R.

RAViNDRAN

2020-21年度ローダノー財団管理委員長
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こ○碧きる考﹂主uO害し︺嘗≡

午前9時から午後5時までの時間帯

地区別クラブ数・会員数一覧表
(2020年9月末現在)

RC数

地区

圏開国日田∃

会員数

19年9月末

会員数

日本のロータリー
会員概数 86.451人
クラブ数 2,238
(左の表中34地区合計から、

第2500地区

67

2,248

2,298

第2510地区

70

2.551

2.638

第2750地区のP

第2520地区

77

2,198

2,246

を引いた数です)

第2530地区

64

2,261

2,340

第2540地区

42

1.138

1,152

聖パウロ学国光泉中学・高等学校→

第2550地区

48

1,716

1,760

聖パウロ学国光泉カトリック中学・高

第2560地区

56

2,085

2,100

等学校(26与0

第2800地区

49

1,547

1,611

P6「日本のロータリー」数は

第2830地区

41

1,131

1,181

34地区合計からP

インターアクト名称変更

提唱クラブ

・滋賀県)

草津

第2570地区

50

1,596

1,631

第2580地区

70

2,915

3,050

第2590地区

55

1,971

2,024

第2600地区

53

1,943

1,991

第2610地区

64

2,589

2,682

年1月号へ6月号)の減部について

第2620地区

77

2,906

2,987

は、2020年12月7日までに直接、

第2750地区

97

4,678

4,827

友事務所へ、ご連絡をお願いいたし

第2760地区

85

4,832

4,930

ます(連絡先は下記◆参照)。

第2770地区

74

2,434

2,553

②1月号の発行部数決定や発送準備

第2780地区

66

2,300

2,409

の都合上、12月8日以降の1月号減

第2790地区

82

2,776

2,838

部はご容赦ください。

第2820地区

55

1,907

2,001

承認:2020年7月27日

『友』誌ご購読数変更
についてのお願い
①今年度『友』読下半期分(2021

第2840地区

45

2,106

2.116

第2630地区

74

3,140

3,273

付させていただきます。

第2640地区

67

1,721

1,860

(①12月8日以降の会員数変動によ

第2650地区

96

4,474

4,669

第2660地区

80

3,612

3,664

第2670地区

74

2,972

3,058

第2680地区

71

2,687

2,779

第2690地区

65

3,O18

3,095

第2700地区

61

3,127

3,246

第2710地区

73

3,231

3,339

第2720地区

75

2,396

2,476

第2730地区

68

2,378

2,443

第2740地区

56

2,148

2,233

86,723

89,500

ご連絡いただければ、

「2月号一6月

号」の減部として対応いたします。

⑤1月13日以降にご連絡いただい
た減部は全て、次年度2021年7月

号からになります。ご了承ください。

⑥追加購読のお申し込みは、残部が
ある限りお受けいたします。
定価200円十消費税(送料込)
◆購読数変更については、

『友』ウ

34地区合計

ェブサイト(w朋taサ皿tOm.
血)

「クラブ・会員専用」

各種変更」

→

「友誌

→

プを引いた数。

2,247

Bグルー

19年9月末

PBグループ9RC会員数
276人。

地区会貝数値正

本誌11

(8月分月

末)表中、

2700・3.127人、

2730

2,378人、

・

34地区合

計会員数:86,632人、表外

とP6

は、2020年12月号と同じ部数を送

る減部は2021年1月12日までに

ガバナー月信より 2750ク
ラブ数・会員数は、 PBグ
ループ9RC272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。

月号横組みP47

③部数変更のご連絡がない場合に

Bグループ

「日本のロータリー」

最終行会員数86,368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、
橘組みP

63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。

口鰻。m。

「注文・

部数変更連絡」

鴨トラリーの負1月号主要語草予定

から、お願い申し上げます。

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

縦組み

職業奉仕月間

職業奉仕

あなたのつくっているものは何ですか?

BeingManagementイノベーションなくして事業承継なし

税となっております。

禁票警護諾意野R

。,

Rotary

◆第2830地区ガIけ-事務所住所変更
10月19日付で〒

030-0812青森市

境町1-1-23ホテル青森内へ移転。電

話・ファクス・メールアドレスには、
変更ありません。
62
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ご投稿・お問い合わせは鵜
〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15

一般社団法人ロータリーの左事務所

TeL

黒龍芝公園ビル4階
03-3436-6651

Fax.

03-3436-5956

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

ロータリーの友ウェブサイトwwwrotary-nO-tOmOjp
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一般社団法人ロータリーの慶事轍斬
〒105-0011
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電話

0事-3436-6651
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keiri@rOtary-nO-tOmO.jp

ウェブサイト
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定価200円十消費税(送料別)

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

かつてないような静かなクリスマス。
まさにサイレントナイト。

暮れの寂しい時だからこそ、
にぎやかなクリスマスを楽しみたいものです。
@

lGARASHl

hはoshi

五十嵐仁之(いがらしひとし)
イラストレーター。1953年山形市生
￣

まれ。日本大学芸術学部美術学科油
画
∠ゝ生 ∋￣室
凹専攻卒。(株)二院商量広口旦伝

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

つに該当している必要があります。今回環境を支援する

9月号の答え「7」

ための新たな重点分野が追加されたことで、世界中で持

続可能な変化のための行動が起こしやすくなることが期
国際ロータリー
は、

「環境の保全」を7

つ日の重点分野として

新たに追加しました。

重点分野は「環境の
保全」の他、

防と治療」、
生」、
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9

「平和構築

と紛争予随」、

「疾病予

「水と衛

「母子の健康」、

待されています。

4

「環境の保全」分野のプロジェクトのための補助金申請
は、

2021年7月1日から受け付けが予定されています。

「環境の保全」が新しい重点分野に
a/supporting-enVironment-

ロータリーの重点分野(PD千資料ダウンロード)
my.

rotary.org/j

a/do

cument/rotarys-areaS-fo

cus

「基本的教育と識字率
向上」、

「地域社会の経済発展」があり、ロータリークラ

ブが奉仕活動の立案にあたって、特に意識することが推

応募総数

奨されています。

当選者(敬称略・順不同)/甲斐田填道(糸島R

255人

正解者

249人

C)、菊地ゆみ(東

京小平RC)、山村明(米沢おしょうしなRC)、田中英剛(鳥
取北RC).鈴木龍子(大月RC)

地区やクラブがロータリー財団のグローバル補助金を
申請するには、その活動内容が少なくとも重点分野の一

◆

P与7詰め将棋の答え◆

▲1四歩△同金▲2二飛成△同玉
▲2三錬成まで5手詰め。
この問題に関するお問い合わせは、往復
はがきに、お名前、ご住所、電話番号を
お書き添えの上、

〒

1与1-8516東京都渋

谷区千駄ヶ谷2-39-9

(公社)日本将棋

連盟普及課ロータリーの友詰め将棋係ま
でお送りください。
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5

漢書
音■
漢書
l臆
臆■

4

馬

3∴∴2

1

討 曇

二〇しこ

一誌

◆解説◆

二

初手▲1四歩突きが軽い好手です。

「〇〇〇

営

警

な
し

感

△国王は▲
みます。

夢

四

五

2手目

1二飛戌の両王手までで早く詰
3手目▲1二飛戌では△2四玉か

ら逃します。また▲3三飛戌は△同馬で失
敗です。 ▲2二飛成捨てが決め手で、 ▲
2三錬成を得ます。
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私の一冊

★

ロータリー・アット・ワーク写真編

会員おすずめの本(入手可能な市販書籍)を紹介。書

ロータリークラブ、地区、インターアクト・ローター

籍名、作者名、出版社、発行年と推薦文(320字以内)。

アクトクラブなどの奉仕活動を写真で紹介。写真(集

★★

声

★★

合・諦念写真不可)と150字程度の説明文。必ず活

『友』誌についての感想・意見を200字以内で紹介。

対象記事名を明話。発行月翌月の10日締め切り。

友愛の広場

★★

エッセーや、海外ロータリークラブ訪問記、時局雑感
など。

1,000字以内。開運写真があれば添付。

私の宝物

★★

動日を入れ、活動後1カ月以内にご投稿ください。

ロータリー・アット・ワーク文章編

★★

内容は写真編と同じ。600字以内の原稿と関連写真を。

内外よろず案内
会員間の趣味の交換、催し物の案内など。

パズルdeロータリー

200字以内。

★★

ペット、思い出の品、コレクション、家族などの宝

3種類のパズル(クロスワード、数狸、シークワーズ)

物を紹介。

を毎号順番に掲載。プレゼント応募の締め切りは発

50へ100字以内の説明文と、宝物の写真。

ロータリー俳壇・歌壇・柳壇

行月翌月の10日。

1カ月に1人はがき1枚に3句(首)まで。作品の

横にクラブ名・お名前・電話番号を記入。選者の方
のご都合もあり、メール投稿はお受けできません。

★…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

あるテーマを基にご意見を交換するコーナーです(掲載は不定期)。「他クラブはどうしているんだろう」

「これって、

ロータリーの常識なの?」といった素朴な疑問を、いま一度瑞櫛繕(遠慮することなく議論)」しませんか?

一般社団法人ロータリーの友事務所
〒

投稿方法、その他規定は友ウェブサイトで!

105￣0011東京都港区芝公園2-6￣15無能芝公園ビル4階口霊霊媒
03-3436-6651
Fax. 03-3436-5956

Tel.

WWWLro也ry」nOJtomOJp

Eメールhensyu@rotary-nO-tOmOjp

令和2年12月号

ロータi)-の友

●旅行代金に含まれないもの

●旅行代金に含まれるもの
①往復航空券運賃(エコノミークラス)

⑤任意海外旅行損害保険料、電話代等、
個人費用とみなされるもの

①国際ロータリー大会(Ri)登録料

②ホテル宿泊代(2名で「窒利用)

($365

1

2/1

5までに登録の場合)

③ホテル内の朝食
④空港-ホテル間の交通費

②燃油サーチャージ、空港税、国際観光旅客税

⑤市内観光(約3時間)

④〇人部屋追加料金

③渡航手続き手数料(半3,300)

橿蓮」6亘6I看o{春,̲6I音5.火,

花蓮漢泊→太亀田1泊→台北3泊

高雄1泊→台東l卸本1泊→花頭書泊→台北2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
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きる

美人の湯調として知られていま轟音

曇

㊧渥百目6112杜,-61音8(剣
西都周遊台北2泊→日月運1泊→阿畠山1泊→高雄1泊→台北1泊

全島周遊台北1泊→日月運1泊→日豊山漢泊→高雄1泊→花劃泊→台北2油

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。高雄と

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。音節訪

台北の移動は新幹線のグリーン車を利用し、約1時間半の賢沢な旅となります。
鴫蘭が離せば、台詞近郊の鳥山頭水庫(八田ダム)の見学も予定しています。

韓韓を体験していたたき、名峰岡里山を含む台湾周遊8日間の旅は、他社でも職

多に企画されていない台湾全体を満喫できるツアーです。事前に台湾全体の継
鵜をしておかれますと、より深く味わうことができます。

※お選び頂いたホテルにより、料金が変わります。

※6/1

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。

※ビジネスクラスのご用意もございます。別途お見積させていただきます。

※当社のパンフレットをご希望の方には送付させていただきます。

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。
各種オプショナルツアーもございます。まずは下記連絡先にお問合せください。

声-9月号の感想

﹃友﹄を読んで︑﹁この原稿を書いた人に工-ルを送りたい!﹂

﹁惑勤した﹂﹁知らなかった﹂などの感想︑﹃友﹄そのものに関

するご意見などを紹介します︒

︻対象記事︼

心は共に◇潟上RU・地霊新司氏の
˜ロータリI糖
蜜の鼠巽学会˜﹂(横P袖˜27)

﹁電撃を次の世代へ

特集・語感衰運◇御坊RU・岡本恒
︻感想︼奨学生の感謝の声を読むと︑

︻対象記事︼

男氏の﹁﹃和田勇物語﹄が育む地域の
明 る い 未 来﹂(横P8˜9)

われわれの奉仕が親を失った若者の
孤独を和らげ︑希望へと導いている

平川

勝洋

ことが実感できます︒希望の灯を消
さないためにも続けた方がいいと思
います︒東日本大震災後も多くの地

︻慈悲︼残念ながら︑2020年の

東京オリンピック・パラリンピック

広島東南RC

にある公平性などを満たすために

した︒

は延期でしたが︑1964年の五輸
誘致のエピ ソ ー ド を 興 味 深 く 読 み ま

震︑水害︑土砂崩れなどの自然災害
は頻発し︑交通災害も含めれば被災

︻対象記事︼

も︑奨学対象者を拡充できないもの
でしょうか︒また︑他の仕組みも考

遺児となった子どもたちが数多くい
ることでしょう︒﹁四つのテスト﹂

心は共に◇潟上RU・増築斬同氏の
˜ロータリー希
﹁需堂を次の世代へ

長浜東RC

藤本

正幸

えるなど︑日本のロータリー全体で

これまでの取り組みと︑

検討すべきだと思いました︒

望の風奨学金˜﹂(横P袖˜27)
︻感想︼

2033年までの必要額が分かり︑
まだまだ頑張らなければいけないと
感じました︒丸岡RC 山下 健治
︻対象記章︼

P事2˜うま)

大人の着こなし図鑑③◇ベスト(積

︻感想︼神谷の家内です︒ベストに

︻対象記章︼

タリー﹂③(横pま与˜仙)

連載コミック﹁ポール・ハリスとロー

西尾一色RU

神谷

正康

を着るようになりました︒残念=⁚

ついて︑面白く読ませてもらいまし
た︒老人になった夫︑若い頃とは違
い︑今や楽で暖かなウールのベスト
弘子

︻感想︼分かりやすく親しみやすい
陣内

ので︑楽しみにしています︒
多久RC

︻対象語事︼

大人の着こなし図鑑③◇ベスト(標

テーマはベスト︒私も6与歳

p32˜鵜)

︻感想︼

を過ぎ︑嫌みのないよう︑少しおしゃ

義則

れなシニアの着こなしをしたいと思
村島

います︒今後も楽しみです︒
成田コスモポリタンRC

︻対象記事︼

スピーチ◇立命館アジア太平洋大学

学長・出口浩明氏の﹁変態が改革する
多橡性社会﹂(縦p4˜8)

︻惑想︼個性を大切にする︒執着心

や自己肯定感を育てる︒これらは全

世界の教育界が目指している方向で
すが︑教育界だけでなく︑社会全体
が目指すべきものなのかもしれませ
隆
ん︒
東根RC 福永

訪ねて◇藍子RC・藤原龍三

︻対象記事︼

きん(繊p9˜12)

この人

︻感想︼洞窟の壁と人類の歴史︑そ

して土から壁を創出する意義と喜

び︑学ばせていただきました︒
大宮西RC 小林又次郎

︻対象話手︼

を守る﹂(緩p13)

軍紀の表◇新京持氏の﹁竜巻から身

︻惑想︼自然災害から身を守るため

には︑こうした知識は一つでも多く

川中

光教

知っておかなければなりません︒忘
れることなく繰り返し確認しておく

べきですね︒

大和高田RC

︻対象記章︼

きること﹂(縦き24)

隠岐西郷RUの﹁小さなクラブでで

ロータリーアットワーク(文章縄)◇
︻対象記章︼

剛昭

りかけている﹂が気に入りました︒
正
出雲南RC 秦

横したかわいいお姫様が︑エタノー
ル瓶を持ち﹃飲用できません﹄と語

︻思想︼文中の表現﹁﹃アマビ工﹄を

スピーチ◇立命館アジア太平洋大学

ロータリーにもダイバーシ

学長・出口治明氏の﹁変態が改革する
多様性社会﹂(縦P4˜8)
︻感想︼

杉本

ティを取り入れていく必要があるな
と感じました︒
茅ヶ崎RC

●本文200字以内へ/本文とは別に︑対象記事名(例言\月号﹁友愛の広場﹂︑∴∴きんの記事)と
お名前︑クラブ亀︑違繕先を付話しお送りください︑詳細は投稿規定または亡友二ウェブサイトで!
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ロータリーアットワーク

る少年野球への支援がある︒大会自体

というスポーツを通じて学んだ礼儀︑

と題する卓話を行ったことです︒その

﹁マメツツミ﹂

感謝の楽器演奏でスタI卜︒その後︑

と協議し︑担当者からのヒアリングを

木の香りをかいたり︑頬ずりする子ど

遊び︑﹁マメノカケラ﹂ を手に持ち︑

を滑り台のようにして

後︑江戸川区児童相談所の開設準備室

感動し︑また︑苦しい練習の成果を試

経て︑子どもたちの心の安らぎ空間を

新型コロナ禍において︑子どもの不

8歳の青少年の

NO.12

VOし.68

チームワーク︑スポーツマンシップに

合で発揮した後の達成感という︑責重

オブジェの製作は新進気鋭の彫刻

登校やいじめの問題が多くあると聞き

もたちの様子を見て感激しました︒

考えてみると︑奉仕はつくづくウイ

家・大平龍一氏に依頼︒豆や植物の種

ます︒今後も地域社会を調査しっつ︑

つくる手伝いをすることにしました︒

ンウインの活動だと実感する︒未来あ

をモチーフに︑子どもたちがなでたり

アイデアを出し合い︑ロータリークラ

な体験を共感させてもらっている︒

る小学生が成長する過程の一助になれ

ブらしい奉仕活動を実践していこうと

(嶋村文男・記)

たたいたり乗ったり︑自由に触れ合え

2˜1

ざまな活動を行っています︒

は600以上のクラブがあり︑さま

は世界で1万5000以上︑日本に

高校IACが誕生しています︒現在

に︑仙台東RC提唱の仙台育英学園

ちなみに︑日本では翌年6月23日

て︑会員23人でスタートしました︒

(IAC)が世界最初のクラブとし

ルボルン高校インターアクトクラブ

フロリダ州メルボルンRC提唱のメ

1962年10月28日︑アメリカ・

(︼ロトe﹁ac︹○○)と呼ばれます︒

属する会員は︑インターアクター

人をつくることです︒クラブに所

プのスキルを身に付け︑新しい友

は︑奉仕活動を行い︑リーダーシッ

ためのクラブです︒その主な目的

むため結束する1

学校や地域社会での課題に取り組

∩-合す)

インターアクトクラブ(一つ{e﹁an{

思います︒

ばと始めた事業であるが︑自分自身の

また会員は︑提唱する愛国学園イン

る作品に仕上げてもらいました︒

るように思う︒支援を始めた当時︑小

ターアクトクラブのインターアクター

惑動や自己研きんにも十分な体験であ
学生だった少年たちが現在的代の働き

と一緒に︑オブジェの材科となった丸

8月2与日の贈呈式は︑ 子どもたちの

けることにしました︒

の積み木﹁マメノカケラ﹂も併せて届

そうして出来上がった︑形がふぞろい

て︑事業への参加意識を高めました︒

太からカットした木材の面取りをし

盛りになっていると思うと︑継続して
いく意味も︑一層感慨深い︒
(土屋一博・記)

児童相談所に
遊べるオブジェを寄贈
東東京江戸川ロータリークラブ
第2与80地区・東京都

当クラブでは地区補助金を活用した

今年度のメイン事業として︑今年4月

にオープンした江戸川区児童相談所
﹁マメ

(愛称・はあとポート) に︑クスノキ

の一本彫りで作られたオブジェ

ツツミ﹂を寄贈しました︒

事業のきっかけは3年前︑当時江戸
川区子ども家庭部長だった松尾広澄氏

が﹁全ての子どもの健やかな成長を
願って˜児童虐待と子どもの貧困˜﹂

on

notati

An

は今年8月の大会で第45回となった
が︑198与年の創立1与周年事業とし

て優勝旗などを寄贈して以来︑﹁和歌

山東南RC旗争奪野球大会﹂を冠に掲
げ︑今回で第3 与 回 を 迎 え た ︒

小学生のチームが学年別にA・B・

というのが興味深い︒

が皆︑ロをそろえて﹁元気をもらった﹂

の許す限り参加する︒多くの参加会員

彰式と︑会員同士で打ち合わせて時間

閉会式には各優勝・準優勝チームの表

と宣誓︑ゲームセットの瞬間を見届け︑

開会式には十数チームのりりしい行進

C級の3組に分かれ︑熱戦を展開する︒

毎年恒例の野球大会を今年度も開催

グラウンド使用料やボール代︑賞状︑

メダル︑定期的なテントの張り替えな
ど︑年間平均20万円弱の奉仕予算では

あ る が ︑ 未 来ある子どもたちが野球

早速マメツツミで遊ぶ子どもたち
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丁A鍬YA丁WORK
このキャンペーンは青森県が実施す

る県民限定の宿泊プランで︑一人一泊
与与00円分の補助が出ます︒宿泊し

た︑ホテルサンルート五所川原ではり
んごチップス︑パークイン五所川原エ

ルムシティでは津軽金山煩の人形﹁あ
まびえたん﹂のお土産が付いてきまし
た︒普段の移動例会後は家に帰るとこ
ろを︑あえて﹁泊まって応援﹂しまし

た︒新型コロナウイルスの感染拡大が
抑えられている地域だからこそできた

(花田勝彦・詫)

のかもしれませんが︑思い出に残る移
動例会となりました︒

断線を歌でつなぐ
豊肥線プロジェクト
阿蘇ロータリークラブ

肥後大津ロータリークラブ
第2720地区・熊本県

竹田口-タリークラブ
第2720地区・大分県

でつなぐ豊肥線﹂プロジェクトを立ち
上げました︒

そして﹂R豊肥線復旧への支援の輪
を広げるため︑熊本県出身のシンガー
ソングライターの関島秀樹氏︑日本画

家の鈴木靖将氏︑諸国作家の大野勝彦
氏の3人の協力を得て︑鎮魂歌﹁竹田
竹楽恋あがり﹂︑阿蘇復興を願う歌﹁わ

んぱく坊主の子守唄﹂︑熊本城再建へ

の応援歌﹁威風堂々﹂の3曲をCD化

へつながる︒地震の影響に加え︑新型

コロナウイルス感染症の拡大で訪問客

が減少する中ですが︑﹂R豊肥線の全

線開通を追い風に︑今後の活性化を期
待するばかりです︒

平野環濠跡の清掃と
顕彰碑の新設

大阪イブニングロータリークラブ

第2660地区・大阪府

0月の創立

私どものクラブでは︑地域に根差し
た活動として︑200与年1

20周年時から大阪市指定史跡である平

野轍瀧跡を美しく保存するために清掃

鼓︒ざらに杭全神社の旧拝殿に使われ

ていた石を加工した新たな顕彰碑を設

置することにしました︒

1与0人ほどの協力を得ており︑地域

が︑今では他県からの参加者も合わせ

ど少数の賛同者と一緒に始めました

ていました︒地元の公園愛護会の方な

当初は草が生い茂り︑ごみが散乱し

代まで伝え︑地域を愛する土壌を築い

が点在しています︒これらの遺産を末

地には祖先が築いた数多くの歴史遺産

力が得られればと期待しています︒当

知ってもらい︑史跡の景観保存にも協

170㍍の環濠跡をより多くの人に

今回の設置を機に︑現存している約

イベントとして定着し︑親睦活動とし

ていければと思っています︒

を始めました︒

て事業が成長しました︒

ただ︑この場所が史跡であることを

し︑早期復旧を訴えてきました︒

また︑竹田︑阿蘇︑肥後大津の3会

2016年4月の熊本・大分地震で

被災し︑不通となっていた﹂R豊肥線

白球を追う選手たちと共に

3与年目の野球大会

和歌山東南ロータリークラブ

当クラブの継続事業として︑和歌山

第2640地区・和歌山県

にも触れやすい杭全神社に隣接する新

市軟式野球連盟学童部束支部が主催す

0目︑誰の目

杭全公園の環濠近くに旧顕彰碑を移

などの許可を得て︑9月1

彰碑が見つけにくいことから︑大阪市

である馨神社境内は︑樹木が茂り顕

立ざれた平野環濠跡顕彰碑の設置場所

知らない人が多い上︑1981年に建
復旧復興への足がかりを支援︒8月8

場で関島秀樹氏のコンサートを開き︑

˜阿蘇(同県阿蘇市) 間の約

日は全線開通を祝い︑豊後竹田駅前で

(熊本˜大分)は︑肥後大津(熊本県大

27・3㌔㍍が復旧したことで︑8月8

コンサートを行い︑プロジェクトは終

津町)

日 ︑ 約 4 年 ぶ りに全線開通しました︒

歌を通して豊後と肥後がつながり︑

了しました︒
け︑隣接する阿蘇RC︑肥後大津RC︑

人がつながる︒人がつながって︑未来

震災後は1日も早い全線開通に向
竹田RCの3クラブ共同で﹁断線を歌
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した河川や土砂災害現場の復旧工事が

進んでいる中での度重なる災害であ
り︑住民の皆さんの気持ちを考えると

悲嘆の念を禁じ得ません︒本来であれ

ば︑泥かきなどの災害ボランティア活
動にも参加するところですが︑新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止の観点

パーティションをセットした際の居

から参加できず︑大変残念でした︒
住スペースは2㍍四方で︑高さは1・
45㍍あり︑新型コロナウイルス感染予

防対策のための政府のガイドラインに
沿ったサイズとなっています︒今回の
災害で避難所生活を余儀なくされてい
る人たちのお役に立つならば︑との思
いで寄贈しました︒

今後も災害による被災者・被災地へ

支援の輪を広げられるよう︑引き続き
社会奉仕活動に力を入れていきたいと

(福田忠・記)

思います︒被災地の一日も早い復興を
願っています︒

郷土の歴史を伝える
戸澤政盛公座像の建立
新庄ロータリークラブ

市)

の藩主だった政盛は︑幕府による

最上家の改易に伴って新庄に国替えと

なり新庄藩を立藩︒人づくり︑地域づ

くりにたけ︑新庄の礎を築いた人物と

して地元の子どもたちにも紹介されて

います︒この政盛公を通じて縁のある

茨城県の高萩ロ˜タリークラブ(RC)

催する予定でしたが︑新型コロナウイ

え︑与月30日に記念式典と祝賀会を開

当クラブは前年度︑創立00周年を迎

色で高さ約1㍍︑烏帽子をかぶり︑り

誤を重ねて完成した座像は全体にあめ

氏にお願いしました︒涌井氏が試行錯

あった新庄東山煩の6代目︑涌井弥瓶

制作にあたっては︑新庄藩御用窯で

まずは津軽鉄道線の津軽五所川原駅か

とは︑友好クラブを結んでいます︒

ルス感染症の影響により︑やむなく中

第2800地区・山形県

止となりました︒

ました︒常陸国松岡(現・茨城県高萩

1648) の座像を建立することにし

初代藩主・戸藩政盛公(1与8与˜

跡に立つ戸澤神社の境内に︑新庄藩

きないかと全会員で協議し︑新庄城

に住む人にとっての心のよりどころの

像が︑当クラブ会員だけでなく︑新庄

20人以上が出席︒今回寄贈したこの座

月24日に開き︑新庄市長をはじめ来賓

除幕式は戸澤神社の例大祭である8

住民による組織・津軽鉄道サポーター

点の津軽中里駅に到着しました︒沿線

を具体的に提案し合っているうちに終

員増強フォーラムです︒新会員候補者

車内で例会スタート︒プログラムは会

つつ︑車窓の景色を楽しみました︒も

しばらくの停車後︑帰りは一杯飲み

車台があることを知りました︒

ここには今では珍しくなった手動の転

ズクラブにも所属する会員の解説で︑

しかし︑何か記念になる事業はで

ら有名な﹁ストーブ列車﹂ に乗車し︑

和気あいあいと親睦

りしい表情の政盛公となりました︒

戸澤政盛公の座像完成を祝って

一つになれば︑と願っています︒

泊まって応援︑旅して発見

五所川原ロータリークラブ

˜泊まっ

員同士の親睦を兼ね︑親睦委員会主催

当クラブは8月28日︑移動例会と会

る移動例会のパターンかもしれません

原に戻って懇親会︒ここまではよくあ

ように気を付けながら︒そして五所川

ちろん換気は十分に︑3密にならない

の活動﹁GO丁o五所川原

が︑今回は会員が二つのホテルに分か

第2830地区・青森県

て応援︑旅して発見け⁚﹂を実施しまし

れ︑﹁あおもり宿泊キャンペーン﹂を

活用してみんなで宿泊です︒

た︒

会員25人とビジター3人が参加し︑
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被災地に赴き、災害用ベッドなどを寄贈
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輪揮YA丁WORK

口-タリークラブと地区の活
動を紹介︑600字以内︒字数

を超える場合など︑編集させ
ていただきます︒関連写真が
あれば添付してください︒

しかし︑そこからが大変でした︒教

室に合わせたパーティションの選定と
現場での打ち合わせ︑安価で購入でき
る業者を探し︑ロータリー年度をまた

を経て︑ようやく9月1

0日に納品︒翌

いでの引き継ぎ︑活動予算の修正など

にある千葉県立矢切特別支援学校を支

週1

他クラブとも協力して︑会員企業で1

ダンスの講師を務めたり︑同じ市内の

数年は会員が学校に出向き︑職業ガイ

たが︑学校長の意向に沿う形で︑ここ

当初はモノによる支援がメインでし

境の変化に敏感な子どもたちが︑穏や

ムを変更せずに済むこと︑何よりも﹁環

ことができ︑教員の配置やカリキュラ

げで人数を分散させずに授業を進める

学校からは︑パーティションのおか

支援に取り組めたことに誇りを感じま

かに学校生活を送れる﹂と感謝されま

今 回 は 新 型 コロナ禍にあってどのよ

した︒今後も︑さまざまな二-ズに沿っ

週間の職場体験を受け入れるなどの人

う な 支 援 が で きるかと学校側と話し合

た地域貢献を︑仲間と一緒に進めてい

した︒当クラブとしても一致団結して

う中で︑感染防止対策として飛沫防止

きたいと思っています︒
(谷口貴光・詰)

のためのパlTィションを贈る計画を

的 交 流 を 中 心 に支援しています︒

7日に贈呈式を開きました︒

援しています︒

当クラブは長年にわたり︑松戸市内

第2790地区・千葉県

松戸束ロータリークラブ

飛沫防止パーティションを
特別支援学校へ

A丁WORK

立てました︒

災害時用の井戸を寄贈

遠賀ロータリークラブ

第2700地区・福岡県

当クラブは創立与0周年の記念事業と

して︑活動エリアを共有する地元の(公

社)ひびき青年会議所と共同で・深鄭

郡芦屋町の中心にある芦屋町中央公園

へ災害時用の防災井戸﹁みんなのふれ

あい井戸﹂を設置しました︒

呂︑洗濯︑トイレといった生活用水を

起こるたびに避難所などで手洗いや風

ことを念じっつ︑万が一の時のための

ことです︒会員一同︑災害が起きない

用する時が来ないことが一番望ましい

近年︑日本各地で震災や水害などが

確保する必要性︑重要性を痛感してき

安心を届けました︒

第2660地区・大阪府

大阪難波ロータリークラブ

大分県日田市へ
災害用のベッドなど寄贈

ました︒そこで︑地域への社会奉仕と

して︑遠賀郡4町(芦屋町・岡垣町・

遠賀町・水巻町) と中間市へ︑災害時

に電気がなくても地下水をくみ上げる

ことのできる﹁手押しポンプ式井戸﹂

を設置しようと計画︒中間・遠賀地区

今年7月の豪雨で被害を受けた大分

社会福祉協議会連絡協議会(中速社協)

と災害時相互協力協定を締結し︑各自

県日田市に︑当クラブは災害時に避難

とパlアイション(各与0セット)を寄

治体に1基ずつ井戸を設置していく運

9月﹁日には︑波多野茂丸芦屋町長

贈︒7月27日︑日田市役所で贈呈式を

所などで使用する段ボール製のベッド

や申達社協の鈴木清吉会長の出席を得

開き︑川口栄計会長から原田啓介市長

びとなりました︒

て︑当クラブの白土治靖会長と同青年

に目録を手渡しました︒

雨でも甚大な被害を受けました︒氾濫

日田市は︑2017年の九州北部豪

会議所の柳昌男理事長から井戸を寄贈
しました︒

災害時には活躍する井戸ですが︑活
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安心して学べるようパーティションを設置

災害時用の井戸を寄贈

ロータリーアットワーク

(桑名西RU)

ジュ〇一アラグビー交流会

を支援
小中学生を対象にした︑桑名
ジュニアラグビI交流会が桑名
市の運動公園で開催された︒新
型コロナウイルスの影響で活動

小中学校に翻訳機を寄贈

(春日井RC)

その一一一一基調が多岐にわたるため︑

コロナ禍の社会奉仕活動の一環
として︑春日井市教育委員会へ
翻訳機を寄贈した︒市内小中学
校でオンライン授業が始められ
る中︑日本語が理解できない外
国籍の小中学生がいるという︒

0周年を記

第2790地区

愛知県)

国際交流などを行う市民活動支
援センターなどからの要望を受
け︑教師が使用する翻訳機与台
を贈ることにした︒
(9月3日 算2760地区

300人近くがプレーを楽しん

公園に時計塔寄贈

千葉県)

(9月2日

る︒

遊ぶ家族や︑休憩しバスを待
つ市民のために有意義な時を
刻んでくれることが期待され

一一-を行った︒今後︑公園で

念して時計塔を寄贈︒コロナ
感染対策を取りながらセレモ

国に︑クラブ創立1

4月に完成した浦安市内の公

(浦安ベイRC)

自粛を余儀なくざれ︑この日
を待ち望んでいた子どもたち

ボール20個を寄贈︒今後も有形

だ︒当クラブからはラグビー

予定だ︒

第2630地区

無形のサポートを継続していく
(9月1 2日

三重県)

創立30周年記念車巽で

福祉車両を贈呈
(東京調布むらさきRC)

当クラブが与年前から︑社会奉仕活
動として調布市内の各小学校で車い

すバスケ体験学習を行っている縁
で︑調布市社会福祉協議会へ福祉車
両を寄贈︒車いすが2台載ることや
安全快適であることなど︑車両の大
きさ・デザインなど細部にわたり専
門家の意見を取り入れた車両となっ
ている︒今後︑障害者施設で大活躍
することが期待される︒
東京
(9月1 0日 第27与0地区
都)

ください︒記念写真(集合写真)は掲載できません︒

口-タリークラブ奉仕活動をカラー写真で紹介︒
写真と1与0字程度の説明文︒字数を超える場合
は編集させていただきます︒必ず活動日を入れて
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ロータリーアットワーク

第00回仏異義堪難霊
(敦賀RC)

敦賀市の来迎寺にあるフランス海軍
兵墓地で00回目の清掃と供碁を行っ
た︒会員1 2人と︑昨年に引き続き福

井日仏協会会長と事務局長が参加し
た︒墓周辺の生け垣に日仏両国旗と
ロータリー族を飾り︑会員の住職が
読経する中︑次々に焼香︒墓にワイ
ンをかけ︑明治時代に敦賀近海で亡
くなり︑異国の地に眠るフランス人
兵士の冥福を祈った︒
第26与0地区 福井

(函館RC)

医師会へ章いす寄贈

第2与10地区

例会で函館市医師会へ車いす与
台を寄贈した︒出席した函館市
医師会会長から︑2月に地元で
初めて新型コロナウイルス感染
症患者が確認されてから現在ま
での医師会としての対応︑また
今後の備えについての卓話を聞
いた︒
北海道)

(9月3日

壬生町の全小学生へ
マスクケース寄贈

県)

(8月与日

熊本豪雨被災地で
炊き出し
(熊本城東RC)

(壬生RC)

7月の熊本豪雨の被災地を支援
する事業として︑人吉・球磨地
域の人々にハンバーグ弁当を提
供した︒ハンバーグは熊本市の
鉄板焼き店から調達し︑調理場
や道具などは人吉市のロータリ
アンの料亭を利用︒被災地の各

クラブや県内のローターアク

県)

壬生町の全小学校児童にマスクケー
ス計21与0個を寄贈した︒新型コ
ロナ感染症の収束が見えない中︑子
どもたちが毎日マスクを着けて元気
に登校し︑勉強や運動を頑張る姿を
見て︑給食や体育の時間中︑清潔な
ケースにマスクを保管できるように
と考案︒子どもたちがたくましくア
フターコロナの時代を切り開いてく
れることを願っている︒
栃木
(8月3 1白 菜2与与0地区

第2720地区

タIたちの協力により無事に届
けることができた︒
(8月23日

熊本県)

〈二圭司7与
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福祉施設の子どもたちと

二持続彊とう彊
祉施設の児童73人と職員20人を招待

し︑収程祭を実施した︒昨年の収穫
祭の感動と思い出が大きく︑施設か
らの強い希望で行った︒ぶどう収穫
の他︑施設の児童による合唱︑ブラ
スバンドの演奏で楽しんだ︒コロナ

感染予防のため︑バス1台を追加
し︑大型バス2台で現地へ︒さらに
お昼は昨年のバーベキューから簡素
にお弁当に変更したが︑子どもたち
の素晴らしい笑顔に︑会員も元気を
もらった︒
大阪
(9月1 2日 第2660地区
府)

福祉摘股に手作りマスクを
書付
(橿原RC/橿原IAC)
長年︑敬老の日に老人福祉施設を訪問
し︑インターアクターたちが吹奏楽の
演奏や寸劇などを披露してきたが︑今
年は中止となった︒﹁今自分たちにで
きることは何か﹂をインターアクター
同士で話し合った結果︑新型コロナウ
イルス感染症の収束と入所者の健康を
願い︑マスクを作ることにした︒マス
クはロータリアンの協力を得て︑老人
福祉施設や児童福祉施設の他︑こども
食堂や農園に配布した︒
(9月1 2日 第26与0地区
奈良県)

俳句・矩歌・川柳
例会開催
(鹿沼RC)

一句・一首が詠(よ)まれ

﹁俳句・短歌・川柳を考え
ましょう﹂と銘打った例会
を開催した︒出されたお題
を元に会員は頭をひねり︑

るたびに会場は笑いの渦

に︒新しく企画されたプロ
グラムによって楽しく新鮮
な例会となった︒
0日 第2与与0地
栃木県)

(9月1

区

二言臆し点や二

∴i定子父子⁚二二年∴i∴

00歳のお祝いにハンカ
チセット贈呈へ千厩RC)

毎年︑敬老会の催しで00歳を

迎えた地域の高齢者に記念品
を贈ってきたが︑今年は新型
コロナウイルスの影響で中止
に︒そこで︑代わりとして地

元の社会福祉協議会に的歳

142大分のハンカチセット
を一括で手渡し︑今年も記念
品を届けることができた︒新
型コロナ禍が収束して︑再び
高齢者の笑顔を直接見られる

(9月9日

第2与20地区

ようになることを会員は願っ
ている︒

岩手県)
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コロナ禍で役立ててー・

引退の救急車をアフリカへ

第2与90地区・神奈川県

川崎北・新横浜ロータリークラブ

川崎北RCは9月18日︑川崎市で救命救急の役割を終えた救

急車を再整備し︑アフリカ南西部のナミビアに寄贈しました︒

コロナ禍の中︑譲渡式は参加者を制限し︑30分ほどで終わらざ

るを得ませんでしたが︑川崎市長らの出席を得て︑ナミビア駐

日大便に直接渡すことができたのは喜びです︒

市から譲渡された救急車は今回で3台目︒過去2台は

2012年と16年に南太平洋の島国バヌアツに送りました︒

バヌアツへの奉仕活動は2000年から続けてきましたが︑支

援開始時と比べ︑中国からの国策的支援もあり︑この国の医療

も経済も発展してきています︒元々マラリアの撲滅を目的とし

てスタートした医療支援でしたが︑16年の訪問時には政府の

担当者から﹁あと数年で撲滅できそうだ﹂との話があったこと

から︑今回は他の国に送ろうということになりました︒

そんな折︑同じ地区の新横浜RCのウーリッヒ・クルツ会員

がナミビア親善大便であると知り︑クルツ会員を通じてナミビ

ア日本大使館に連絡を取ってもらいました︒

また︑これまでは地区補助金を得て救急車の整備費用や輸送

費を賄ってきましたが︑今回は(一社)日本外交協会の存在を

知り︑教示を受けた結果︑車両の輸送費などは日本の政府開発

援助(ODA) の支援を得られることになりました︒

ナミビアはラグビーワールドカップ2019日本大会でも話

題になった国︒1990年に南アフリカ共和国から独立した民

主国家で︑自然豊かな国です︒まだまだ発展途上にありますが︑

(大塚正一・記)

そんなナミビアと川崎市が友好関係を築いていけるよう︑われ

われも協力していきたいと思っています︒

〈ニ墓園77
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でも承認されました︒3回接種で︑高1までに

一線運動に協力してくれる児童たちの蕾びと

輝く姿に教師や保護者たち︑そして行政へと協

力の輪が広がっていきました︒2018年には

五つの小学校で実施︑村でもオーク︑アボカド︑

モリンガ︑ニームなど約6000本が植樹され︑

参加者も約3000人に上りました︒環境教育

講座も行い︑約2000人の児童と教師が受講

し︑植樹や育苗方法を含む環境保全のための手

法を学びました︒

小学校の児童が中心となって植樹するという

この企画が認められて︑地球環境基金をはじめ

干ばつが続いていた地域に雨が降りだしたので

す︒植えた木が雨を呼ぶのであるならば︑一線運

動がその一助になったと思っています︒その後

もイシンヤ地区には十分な恵みの雨が降り続

き︑住民にとってかけがえのない喜びとなって

います︒

ロータリークラブには世界中に約120万人

の会員がいます︒その仲間が1本ずつ木を植え

神奈川県

健康管理士)

2015年に名古屋市が市

(第2780地区

たら︑地球はもっと緑になり︑癒やされるでしょ

う︒

名古屋スタディ

人を対象に︑ワクチンの副反応が考えられる

内の小学校6年生˜高校3年生の女子的7万

症状について尋ねたアンケート調査︒

NO.12

VOし.68

外では主流の9価ワクチンが今年の了月に日本

1回でも受ければ3回まで無料で受けられま
す︒相互感染や肛門がん︑陰茎がん︑口腔がん
の予防にもなるので︑欧米先進国では男子も定

期接種の扱いです︒日本でも自賛で接種する男
性が出てきました︒

HPVによる持続感染(特定のウイルスに慢

性的に感染している状態)は︑性 交 渉 の あ る 全
東RCとその他団体が2014年にケニアのイ

ての人に可能性があり︑パートナーの人数︑性交

渉の回数は関係ないそうです︒そのことを正し

多くの方々の寄付も集まり︑2019年には植

昨年の植樹計画が終わり︑喜びに包まれた

シンヤ地区で300本の苗木寄贈を計画したの

現地での活動はNPO法人ICA文化事業協

時︑思いもかけないことが起こりました︒この

く理解し︑悲しむ方が一人でも減ることを願っ

﹁風土病﹂とはある一定の地域でのみ流行す

会に委託し︑佐藤静代理事長がケニアに行き︑

樹1万5000本を達成しました︒

る疾患をいいます︒国際ロータリーは全世界に

イシンヤ廣業省の指導を受け︑マサイ人が通う

が始まりでした︒

向けてポリオワクチンの普及に多大な功績を残

小学校で一線運動を行うことに決めました︒そ

ています︒

し︑全世界でもほぼ根絶状態に近い疾患になり

こで300本の苗木を贈りました︒児童たちは

復させることが︑家畜も人間も生き延びる道で

0年間︑雨期になっても短期間しか雨が降らず︑

ました︒日本でもこの40年間︑小児まひに棲息

木に自分で名前を付け︑1本1本大切に育てま

ある﹂との意識に目覚め︑緑化運動に非常な熱

1

する子どもが出ていません︒そんな日本で風土

した︒野菜も育て︑給食でおいしく頂けるよう

宣言︒この間の干ばつで1軒で約300頭︑1

ばつが続き︑ケニア政府は翌年﹁国家災害﹂を

00血のカジアド県にあり︑半砂漠地域で降雨量
は年平均500皿です︒2016年に深刻な干

ンヤ地区は︑ケニアの首都ナイロビから商に約

住民の大半を遊牧民・マサイ人が占めるイシ

病ともいえる状況が発生してよいのでしょう

歯科)

になりました︒

地道な植樹活動が大きな広がりに

か︒広い周知と正しい理解に︑ロータリークラ

滋賀県

ブのお力添えを頂きたいと考えます︒
(第2650地区

ケニアの一緑運動︑
雨を呼ぶ

村で約5000頭の牛が失われたといわれてい
﹁一線運動﹂とは1人が1本の木を植え︑地

憲を示すようになりました︒

ます︒マサイの人々はこの時︑﹁自然環境を回

球を緑にしよう︑という環境教育を兼ねた植林

藤沢東横田佳代子

緑化活動です︒アフリカの干ばつを知った藤沢
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援を地道に続けています︒

F(地区財団活動資金)を使い︑青少年への支

ナリオです︒当クラブは今年度で8年間︑DD

は︑いかにも創造的︑刺激的なネーミングのシ

区補助金制度導入の際に掲げた﹁未来の夢計画﹂

ロータリー財団が2013-14年度の新地

たため︑怖いワクチンであるという認識を社会

かわらず︑副反応の様子を繰り返し映像で流し

です︒ワクチンで予防できる疾患であるにもか

ます︒その原因は7年前のマスコミによる報道

に向かう子宮頸がんが︑日本でのみ増加してい

の発信もしています︒世界の先進諸国では減少

痛みなどの副反応とワクチンとの因果関係

に植え付けてしまいました︒

8月27日︑気温35度の中︑児 童 文 化 セ ン タ ー 内

は︑名古屋スタディでも否定されています︒ワ

コロナ禍で﹁やむを得ない﹂休 会 期 間 中 で も ︑

に以前寄贈した﹁音のステージ﹂の修理作業を︑

騒がれたため︑厚生労働省は︑はがきなどによ

クチンを打っていない場合でも︑同じ確率で神

修理後︑汗だくでちょっと放心状態になりつ

る案内をやめてしまい︑このワクチンが極めて

経症状を起こすことが分かっています︒世間で

つ︑全員でステージを囲んでい る と ︑ 隣 に い た

安全で有効であり︑無料で定期接種できること

5人の会員︑関係者との共働 と い う 形 で 約 2 時

会員が一言︑﹁いいね﹂︒こうした活動を続ける

を知らない人が大多数です︒これが大きな問題

1

当クラブの会員の存在がどれほど貴重なもの

です︒

間︑汗だくになって行いました︒

か︑強調してもし過ぎることはないだろうと思

ロータリアンがこうした活動を通じて地域社

と判断され︑使われています︒独白に案内を始

せん︒効果がリスクを大きく上回るものが安全

世界的に見ても低い方です︒アメリカでは8割

日本の子宮頸がん検診受診率は4割程度で︑

ることからマザーキラーといわれています︒中

発年齢)は00˜40歳で︑まさに子育て世代であ

人が亡くなっています︒かかりやすい年齢(好

日本では毎年的1万人が擢思し︑約3000

子は公費でワクチンの接種が受けられます︒性

現在︑小学校6年生から高校1年生までの女

や︑再発の心配から逃れることはできません︒

どの治療ができた7000人も術後の後遺症

宮を摘出されていることになりますが︑手術な

方もいます︒

会の中にその芽を育てていく︒ 地 域 社 会 の 復 興

めた自治体もあります︒まずはこれらのことを

には妊娠が分かって幸福の絶頂のさなか︑赤

交渉前が望ましいですが︑45歳くらいまでは接

不動産賃貸管理)

ちゃんが入った子宮ごと摘出される方もいると

種が有効だといわれます︒現在2価と4価(2

群馬県

聞きます︒運よく前がん病変の状態で見つかっ

種類と4種類のウイルスに効果がある) のワク

風土病となりつつ あ る
子宮頸がん

私は歯科医師ですが︑子宮頸がんの主な原因

ても︑子宮頭部円すい切除術により不妊や妊娠

チンが定期接種として認められていますが︑海

浩美
となるHPV(ヒトパピローマウイルス)は口腔

中のトラブル︑パートナーとの関係悪化に悩む

大津東山元

がんの原因にもなることから︑子宮頸がん予防

(第2840地区

とは︑ピカピカの経済活動だけではないはずで

副反応がゼロのワクチンや医薬品は存在しま

恭弘(大阪府・河内長野束RC)

西岡

を超えています︒ワクチンを接種しても抗体を

か。

知ってもらい︑接種を受けるかどうかは産婦人

来日した時に頂いたと

す︒こうした日々の営みの中にこそ︑貴重なも

たところ、後日、本当に

得られるのは100%ではないため︑2年に1

持ってこられました。

科や小児科の医師に相談されることが本来の姿

「どなたのフアンです
か?」と聞かれて答え

のがあるように私には思えるのです︒

上の有名人のサイン
を収集している方に

回の検診は必要になります︒毎年的1万人が子

大好きなハリウッドス
ター、トム・クルーズ
さんのサインです。私
の経営する店のお書き
まで、趣味で2万点以

だと思います︒

います︒

lのイベントで彼が

F
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北教区能代キリスト教会に妻を伴って訪れた︒

ではあるが︑今春突然届いたお便りに︑ご緑を

時計・宝飾販売)

た︒マッカーサー元帥が厚木に 到 着 す る 2 目 前

秋田県

感じた﹂

(第2540地区

その際︑ルイジアナ州に留学し奉仕活動を経験
したことのある同教会官吏の小野俊作司祭が大

のことであった︒当時の戸賀村(現・男鹿市)

の村民たちが豪雨の中︑墜落現場に着いた時︑
館から駆け付け︑お祈りの上︑歓談した︒

己むを得ざる休会

公会能代キリスト教会に安置されることとな

(現・プラザ都)に宿泊し︑‖人の週骨は日本聖

なった︒9月5日︑ノーマン軍曹は能代の都亭

ン軍曹は能代の東雲飛行場から帰還することに

代の思いを︑感慨深く受け止めている︒昨年度︑

は別にして引き受けると決断した﹃都亭﹄ の先

マン氏の宿泊を引き受ける宿がなかった︒感情

当時は土崎空襲の直後で反米感情が強く︑ノー

の様子が映し出され︑とてもうれしく思った︒

自分が生まれる静の若き日の先代や︑昔の都亨

したことになっている︒というのも︑このペス

トは︑科学の歴史上きわめて重要な副産物を残

がいます︒

同様の環境下において︑大きな成果を上げた人

大きな課題に直面しています︒しかし︑過去の

私たちば︑新型コロナウイルス感染症という

誠

り︑植松金蔵司祭と︑弘前から駆け付けた中村信

能代RC創立00周年年度の会長を引き受け︑記

ト流行期︑一人の田舎出の青年が︑ケンブリッ

前橋束馬場

蔵主教がノーマン軍曹と共に礼拝をささげた︒

念事業で広島被ばく樹木の植樹を行った︒思い

ジのトリニティ・カレッジを卒えだばかりで

﹁突然の内容に驚いたけれど︑添付動画には

告を読んだ感想をこう語る︒

の大谷直子氏(能代RC会員)は︑この調査報

能代RCの例会場でもある﹁プラザ都﹂社長

乗務員1 2人のうち日大は即死状態で︑1 9歳の

ノーマン・H・マーチン軍曹ただ 1 人 が 助 か り ︑

尾翼付近でぼうぜんとしていたようである︒
事故はすぐに神奈川県厚木基地の米進駐軍に

﹁秋田魁新報﹂ に よ る と ︑ 翌 々 日 の 9 月 7

がけないあの戦争とのつながりに︑感じるとこ

1人は秋田市で茶毘に付され︑ノーマ

日午後4時頃︑ノーマン軍曹を迎えに来た米輸

あった︒この青年の通っていた大学は︑ペスト

連絡され︑1

送機ダグラスPC3が東雲飛行場に姿を現し

ろがある︒一連の男鹿RCの事業は過去のこと

1体の遺骨に弔意を表した後︑ノーマン軍曹

員と2人の新聞記者は︑最初に教会に安置され

離れて︑故郷の田舎に帰った︒そして故郷の田

返した︒仕方なくその青年は︑休校中の大学を

流行の凄まじきのために︑何回かの休校を繰り

﹁こうして始まった十七世紀イギリスのペス

た︒機長し・R・ボイル空軍大尉ほか6人の兵

の宿舎であった都事に入り︑感激の対面をした︒

休暇﹂のエピソードは︑心を刺激し︑鼓舞します︒

流行﹄岩波新書︑1983年より)︒この﹁創造的

え継がれてきている﹂(村上陽一郎著﹃ペスト大

ストのもたらした最も大きな﹃成果﹄として伝

とか呼ばれるエピソードは︑ヨーロッパ史上ペ

この邑むを得ざる﹄休暇とか﹃創造的休暇﹄

いる︒その青年の名は言うまでもなくアイザッ

分計算の基本的アイデアを発見したと言われて

質と︑重力の逆二乗法則を︑そしてさらに微積

舎でぼんやりと日を過すうちに︑光の分光的性

た1

戸賀村の人たちは︑その後も死亡した軍人た

それから45年だった1990年5月23日︑男鹿

ちのため︑命日のたびに花をささげてきたが︑
RCの招きでノーマン氏は来日を果たす︒ノー
マン氏の消息を知った男鹿RCが募金活動など
を行って招待運動を展開し︑実現したのである︒

ノーマン氏は亡き同僚を慰霊するとともに︑
世話になった関係者らと懇談︑男鹿RC建立の
慰霊柱除幕などに臨んだ︒ノーマン氏はルイジ
アナ州スプリングフィールドに住居を構えてお

り︑米聖公会信徒として︑能代の日本聖公会束
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945年9月、添付動画より)
部事での対面の様子(1

醒
PしAZA

エッセー、海外のロータリークラブ訪問

0周年の時には︑会長を仰せ付かった︒しか

写真があれば添付してください。

母と娘の最後の旅路﹄ ( 飛 鳥 新 社 刊 ︑

親子心中を考えたほどの壮絶な闘いだった︒

方はぜひどうぞ︒

20重9年)に書いてあるので︑ご興味のある

幸せ

-

し︑馬暑雑言を吐く︒この様子は﹃老老介護の

だった母が悪魔に取りつかれたように暴れだ

時︑突然︑重度の認知症になり︑レディー

二人三脚で芸能界を生きてきた母が95歳の

とが起こり︑誰にも相談せず退会した︒

しその後︑私の身に青天の霹靂ともいうべきこ

立1

半年務めた︒ソングリーダーを通年︑クラブ創

C)の創立会員として︑1995 年 か ら 2 2 年 と

思えば︑私は東京恵比寿ロータリークラブ(R

東京恵比寿松島トモ子

利害関係のない︑
本当の友情

1,000字以内。関連
記、時局雑感など。

んは陰になり日なたになり︑私を支えてくれた︒

その間︑退会しているのに︑ロータリアンの皆さ

うになった︒あの顔︑この顔︒ロータリーに戻っ

の方々は大声で歌ってくだきり︑涙があふれそ

ビーナスが誕生したといわれる浜辺からハート

る︒利害関係のない本当の友情と温かい心︒こ

ロータリーを退会して︑改めてその良さを知

て良かった︒

形の石を探して送ってくれた方もいる︒﹁元気

の苦しい3年間︑どんなに皆さんに会いたかっ

海外出張の折に立ち寄ったキプロス島の︑

を出して︑難関を乗り越えてください︒あなた

るべく顔を合わせてのクラブを続けてほしい︒

たか︒コロナ禍の中︑リモートもいいけど︑な

東京恵比寿RCの母と敬愛されている谷静子

おかげさまで︑今年度のクラブ創立25周年記念

ならできる﹂︒石を手の平にのせて号泣した︒

さんは︑いつも私を優しく見守り︑﹁トモ子ちゃ

歌手)

式典も︑無事に終わることができました︒

東京都

例会﹂特集内に︑東京恵比寿RCの7月

︻突然のメールで
失礼いたします︼

能代村越

正道

28日﹁オンライン納涼会﹂の語草を掲載しています︒

うなった?

※編集部より・﹃友﹄2020年‖月号横組みP26˜27﹁ど

(第2750地区

ん︑私がロータリーに元気で出席している間に

帰っていらっしゃい︒お約束よ﹂と言ってくだ

さった︒家が近所の稲生有伎子さんは︑自転車
で時々私の様子を見に来てくれた︒彼女はお医
者さま︒﹁お母さまの様子はどう?﹂ ﹁あなた︑
食べてる?﹂ ﹁私の任期中に戻ってこないなら︑

もう戻らなくていいからね﹂︒一見脅しのよう
に聞こえるが︑その強い言葉には愛がいっぱい
つまっていた︒

背中をドーンと押され︑3年ちょっとぶりに

﹁ソーシャルディスタンス!﹂と叱られた︒前

マスク︒﹁キヤーツ﹂ とハグしようとしたら︑

ず数カ月たつ︒やっと再会したら皆︑マスク︑

田中さんいわく︑﹁アメリカ軍の資料動画を

付画像があるようで︑開こうかちゅうちょした︒

ンに突然︑表題のタイトルで届いたメール︒添

市の国際観光レストラン

東京都の会社員・田中さんから︑秋田県能代

は丸テーブルを囲み︑にぎやかにおしゃべりし

眺めていたら︑その動画の中に ﹃能代警察署報

復帰したら︑なんとコロナ禍︒皆さんにも会え

ていだのに︒教室のように机が整然と横に並び︑

どういう事情なのか調べ始めました﹂とのこと︒

﹁プラザ都﹂ のパソコ

端と端に座る︒様子は一変していた︒

道班﹄とはっきり読める自動車が出てきたので︑
了月28日︑オンライン納涼会(夜間例会)が

行われた︒拠点となる会場には柴山義光会長ほ

敗戦直後の1945年8月28日午後4時頃︑

以下の通りである︒

参加した︒最後に私のミニリサイタルが開か

その調査内容を記したメールであった︒概要は

れ︑アンコールで﹁ふるさと﹂を歌った︒会場

男鹿の難此中腹に激突するという事故が発生し

秋田県の男鹿半島を哨戒中の米軍機B-29が︑

か20人ほどが集まり︑残りの会員はリモートで

のメンバーはマスク越しにハミング︑リモート
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東京蒲田

指 先 に 力 ありけりトマト採る
お隣の解体 作 業 秋 暮 し
愛知・碧南

ヘルパーの帰りでよりの虫の芦
愛知・岡崎南

露草を遊女の墓に供へけり
愛知・瀬戸

要には来ぬ人もありけふの月
三重・伊勢度会

詩心の乾ききったる暑さかな
岐阜西

先ず客に団扇の風を送りけり
奈良

それぞれに銘酒持ち寄り月の宴

奈良

大阪うつぽ

信楽の壷に山ほど種芋を
白球の露を ま と う て カ ッ プ イ ン
大阪心斎橋

葉桜を潜り抜け来る夕日影
埼五・日高

馬場

杉浦
中根
沢田
村田

久恵
保子
義雄

充子
毒害

眞鍋倭文子

隆二

寺田眞佳子
替藤

謙一

康宏

早川

明良

寺田

野口

沙羅咲いて似合ひの雨の降りつづく
祥子

長澤みつこ

埼玉・旦晶 高木

埼玉・日高

早朝の庭の 手 入 れ に 大 蛇 矧

功子

清水佳世子

埼五・目高 犬竹

わが町の役 所 へ の 通 百 日 紅

埼玉・旦高

聞きすまず 初 蝉 物 を 干 し な が ら

投稿規定◇雑読◇会員︑家族︑ロータリー家族◇一カ月
に葉書で一人三句まで◇締切二〇日必着◇葉書ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明記◇文字明確に◇﹃友﹄俳壇係宛

申桐

中澤

眞彦

道保

幸子

鈴木一良

初成りのブルーベリーを﹂間の加筆に

満面の笑み認知症の萎
岡山・倉敷瀬戸内

厨にて友は地粉の蕎麦を打ち
妻女は躍るやかに薬味をきざむ
長野・佐久コスモス

逝きし友今俵しく思い出す
共に廊下に立たされしこと
茨城・日立

木漏れ日のトンネルくくって遊んだね
電車ごっこに愛憎揺らし
茨城・古河束 小山

久子

光彰

政雄

綾子

尚子

定之

高見篤志郎

マスクしてスクール座りでディスタンス
﹁君が代﹂斉唱控え目にああ
大阪天王寺

手を添えてお釣りをくれたあのひとよ
今は悲しき電子マネーか
栃木・鹿沼 大貫
コロナ禍に兄弟の別れもまトならず
はるかに手合わすオンライン葬儀

寒郡

加納

島根・出雲南 小村

情報の通信進化に脅えたり
五G時代の更なる展望
富山・魚津西

戦地より帰りし叔父が噌いいし
ラバウル小唄謡ふ蔓の校
千葉・富里

井上

埼玉・熊谷寵原 森田

痛より生還をした楽しみは
窓にペンキを白く塗る日よ

龍露覿鑑みつづけ
東京荒川

投稿規定◇雑談◇会員︑豪族︑ロータリー家族◇一カ月
に葉書で一人三言まで◇締切 二〇日必着◇葉書ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明記◇文字明確に◇﹃友﹄歌壇係宛

東京池袋

久しぶり将棋を指してみようかな

小泉

巣ごもりでスーパーコンビニ当てにする

博明

物種

幸男

唯修

快三

辻

埼五・人間面 大野

大阪・堺清陵

脚キュンの候のマドンナ夢に棲む

英知駆使ワクチン問遁世を救う

京都・宇治鳳凰

正

大合併市にはなったが母校消え

宮山・射水 江守

幹夫

大原

弘子

律子

克美

井口

甲斐総治郎

土橋

山梨・甲府北

歩数計紅葉を槻つつまた一歩

福岡イブニング

苦しさを超えた明るさ人の味

川底の小さな花に癒やされる

埼玉・所沢西

東京日本橋東

南上がり空のキャンパス虹の橋

マイバッグおくすり手帳欠かせない
群馬・伊勢崎 茂木

之彦

鴨谷瑠美子

広瀬

初投句登校﹃友﹄の読者が急に増え
亀ケ谷純子

神奈川・横浜港北

岐阜南

昼下がり誰も乗らないバスを待つ

大阪西

いっきに秋掩蔽不足へ切手貼る

川俊

マネキンを相席させてディスタンス

埼玉・川口中央 親日

道治

コロナ禍も雑草元気に伸びている

樫原

徳島眉山

投稿規定◇雑談◇会貝︑豪族︑ロータリー家族◇一カ月
に葉書で一人三句まで◇締切 二〇日必着◇葉書ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明記◇文字明確に◇﹃友﹄柳堰係宛
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T脚皿同曲州

囲旧聞皿 喜一
仙﹁﹂Ⅷ

い Ⅲ 鞘 ⅢⅢ十十
♀

稲畑

誰からも何 も 云 ば れ ぬ 敬 老 日
北海道・登別

汀子国

寺島きしを

昔はなかった祝日に加わった敬老日︒今は高齢
者を祝う祝日として家族などで祝うことも多い︒
作者は高齢者にもかかわらず︑誰も祝ってくれな
いという︒それだけお元気なのであろう︒何とな

太田

道夫

てくれないのは却(かえ) って喜ぶべきか︒

く祝ってほしいが︑まあ︑元気なので誰も何も祝っ

秋祭客人となる往診医
山梨・甲府西

木下

親亮

政雄

宗心

寒郡

小沼

何時(いつ)もは往診医として訪ねる家族に︑
今日は秋祭の客として訪ねたのであろう︒病気の
往診の時とは違って︑緊張感がないのかもしれな
い︒訪ねる家の雰囲気も︑明るいのであろう︒日
頃 の 親 し さの中に︑緊張感が感じられない雰 囲 気
が想像される明るさも描けた︒

棟上げの朗とぶ空に鰯雲
長野・飯田南

あらためて無事を報告秋彼岸
千葉・相乗

バス停に帰途の家族や花カンナ
千葉・富里

蕃填
新

欣樹

佐佐木幸綱国

銀色に光る海面が釣り船を
影絵とぞなす夏の昼下がり
東京

風のない穏やかな夏の昼下がり︑銀色にかがや
く海上に︑釣り船が何態か浮かんでいるのが見え
ます︒遠景です︒光のかげんで︑釣り船が黒く影
絵のように見えます︒

福地桂之助

とくに珍しいわけではなく︑ふつうに見られる
光景ですが︑ていねいに切り取って風景画のよう
な美しい映像に仕上げています︒何度か読み返し
たくなります︒なかなかいいですね︒

講難詰諦
東京ワセダ

奈良県桜井市にある三輪山をご神体とする大神
(おおみわ)神社ですね︒私も何度かお参りに行っ

たことがあります︒酒の神さまでもあって︑境内

松森

重博

に多彩な銘柄の日本酒の樽が︑高々と積み上げら
れているのが印象的でした︒
境内を歩いてゆく二人の巫女さんを表現する下
旬︑あえて古風な表現をして雰囲気を出していま
す︒ふと︑昔が突出してきたような︑不思議な雰
囲気をかもし出しています︒

奈良の地で友の初めて作りたる
マンゴー実りで芳香放つ
奈良

昇

てじま晩秋圏

被害者の名前世界のコート卸す
香川・高松 大平

﹁全米テニス﹂優勝の大坂なおみ選手の人種差

にっぽんに今欲しいのはドラえもん
埼玉・熊谷寵原 森田 光彰

青森・五所川原中央

極楽を信じ写寵の墨を磨る

おります︒

人

畑仕事トンボの群れに手を休め

埼五・人関南

荻野

順蔵

日,可野股昭弘

静次

を動かした写経のひとときを︑強く思い出してお
ります︒小野さん︑大変ですが終了後の満足感は
素晴らしいですよね︒頑張ってください︒

一読してグッときました︒学生時代︑懸命に筆

小野

せてもらっております︒混沌(こんとん)として
いる﹁にっぽん﹂を手助けしてはしい︑と願って

本当ですね︒それにしても五十年も経過してい
るのに全く色槌(あ)せないドラえもん! 素晴
らしいことです︒わが家としても三世代で楽しま

地

がとうございます︑大坂選手︒

てその勇気に涙しました︒いかにもスポーツウー
マンらしい爽やかさに心からしびれました︒あり

別抗議マスク︒見事な活躍に大拍手でした︒そし

天

填

お金よりコロナ対策キャッシュレス

栃木・珪滞

〈二重]83

ロータリーの友

令和2年12月号

阜O丁A寄手

罪因
漢「卓話の泉」は、クラブ

関根

秀明

んで要約、掲載していますつ

2018年度の当せん本数から高額当せん

者の誕生ペースを計算すると︑1億円以上
の当せん者が00時間ごとに1人︑100万

円以上は34分に1人誕生していることにな

ります︒

宝くじの売上金は︑半分近くが当せん金
として当せん者に支払われています︒そし

て︑宣伝費や印刷費などの経費を除いた約
4割が︑収益金として発売元である地方自

白井

調彊男冊の

目高RC

威

もしもあなたが突然︑総理大臣になれと言

われたらどうしますか︒売れない舞台役者

だったが︑現職総理と外見と声がそっくりな

ことから総理のモノマネを仕事にしていた主

治体に納められており︑各自治体によって

れたことからドラマは始まります︒

人公が︑ある日突然︑総理の替え玉にさせら

政治知識などまるでない主人公は官房長官

幅広く公共事業に使われています︒たとえ

宝くじにはずれたとしても︑社会貢献や身

からレクチャーを受けながら︑国会での難局︑

身内の失態の処理などに奔走︒テロに遭遇し

近な街づくりに役立っているのです︒
せっかく当せんした宝くじも︑支払い開

た時の決断する姿が読者に勇気と感動を与え

た︒

(第25了0地区

埼玉県)

に変われるのではないかと思わせる一冊でし

治家たちや総理大臣がいたら︑日本は良い方

断していく︒こんな青くさい理想を持った政

主人公は素人政治家なので事の善悪のみで決

なしがらみから初志を忘れてしまいますが︑

てくれます︒政治に慣れた人だと︑さまざま

始日から1年を経過すると時効となり︑当

年度の宝くじの販売総額が了866億円

せん金を受け取れなくなります︒2017

が不足する中で︑宝物のような品々が当た

だったのに対し︑2018年度に時効と
なった当せん金はなんと127億円もあ
り︑この中に4億円以上の当せん金が1
本︑1億円以上は了本もありました︒当せ
ん確認と換金は小まめに行うことをお勧め
します︒また︑﹁宝くじの日﹂ の9月2日

は︑はずれくじでも再抽せんで賞品が当た
みてください︒

るチャンスがありますから︑ぜひ確認して
し︑日本人1人当たり年間的26枚購入した

(第2580地区・東京都・東京浅草中央RCにて・
同RC会員)

計算になります︒﹁ジャンボ宝くじ﹂では︑

はくじの種類にかかわらず総販売数に対

180億円増加し8046億円で︑これ

た︒2018年度の販売総額は前年比約

本の発展とともに大きく成長してきまし

には1兆円の大台を超えるなど︑戦後日

額は3億円相当でしたが︑2001年度

宝くじが登場した1945年度の販売総

るくじ︑ということで名付けられたようです︒

じは︑織物や缶詰などが賞品でした︒物資

終戦直後︑1枚10円ほどで売られていた宝く

﹁宝くじ﹂とは︑日本独自の呼び名です︒

みずほ銀行千束町支店長

宝くじ
当せん確認は小ま め に

の会報、週報に掲載の卓話の
中から、客観的内容の話題、
ミニ知識となるものを主に選

1999年から1等賞金が1億円を超え︑

中山七重 善
宝島社文庫
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時は預金通帳には数千円くらいしかなく︑すっか

れない︒だが︑矢野さん︑﹁ここにたどり着いた

えざる力によって玉名に引き寄せられたのかもし

地︑という意味の説もあるそうだ︒矢野さんも見

のぼり︑これには︑魂(神霊)が来る(依りつく)

内や福岡︑名古屋︑東京など全国から注文があり︑

まりました﹂︒玉名牧場の製品は地元から熊本県

うちこそ販路に苦労したものの︑後は口コミで広

ベールなど4˜5種のチーズを作るが︑﹁最初の

玉名牧場は︑他にフロマージュブランやカマン

はフランス語で﹁光﹂や﹁希望﹂ の意味がある︒

感染者公表と重なり︑延期に︒残念︒

画した︒だが︑熊本県で初の新型コロナウイルス

人たちが発表する﹁食と農のシンポジウム﹂を企

菜農家やシェフ︑社会福祉施設ら食青を実践する

説き続け︑活動5年の節目に当たる今年2月に野

入らず︑ようやく買えたのがジャージー牛1頭﹂︒

は﹁当時︑狂牛病でホルスタイン種の子牛が手に

牧草地に開拓した︒家も自分で設計し建てた︒牛

り︑自給自足して少しずつ現金収入を得て荒地を

に入会して9年目︒クラブの戦略委員会で﹁ロー

説いてきた︒玉名中央ロータリークラブ(RC)

の問題﹂を語り︑自然農法・自然栽培の有益性を

が︑矢野さんは事あるごとに玉名牧場を起点に﹁食

コロナ禍もあって牧場見学会などは控えている

て︑丸みが出ます﹂︒原田さんは東京のレストラ

なホエーなんて︑普通手に入らない︒もちもちし

生地に織り込んだピザが名物だが︑﹁フレッシュ

チーズ作りでできる上澄み液︑ホエー(乳清)を

原田淳一郎さんは玉名中央RC会員︒玉名牧場の

ハパルを訪れる︒オーナーシェフ・ソムリエの

ダ・ラー

牛乳の瓶詰め作業の後︑農場の製品を配達する

らかんでした﹂と笑う︒

ー

しかし︑﹁ジャージー牛は品種改良されておらず︑

タリアンが中心となって未来に残せる地域の環境

ンで働き︑故郷の玉名に戻った︒矢野さんについ

車に同乗し︑玉名市内のイタリアン

自然への適応能力があります︒チーズにすれば一

づくりに﹂と食育プロジェクトを提案した︒﹁年

て﹁リーダーシップはむろん︑買いという意味で

﹁あえて営業しなくてもよいくらい﹂と言う︒

味違うし肉の味にも深みがある︒正解でした﹂︒

配の方などになかなか理解されず一時は会員が

派道で働きながら︑鶏を飼い︑コメや野菜を作

妻の諸子さんは︑﹁牛が好きで︑玉名牧場に見

スマートな方︒地元の者でないのに一人で牧場を

を開く︒

-

そんな

8歳で

脱サラ︒2000年玉名市に入植し︑玉名牧場

る︒自然に根差した酪農と農業を目指し2

まれ︒北九州市出身︒九州工業大学を卒業し︑
製鉄関連会社で鉄鋼炉のプラント設計に携わ

◇矢野若美(玉名中央RC会貝) 1969年生

郵灘のディナーを夢想した︒

ジュして(選んで)もらい︑乾杯!

オ(自然農法) ワインを原田ソムリエにマリアー

その子牛のローストとチーズの盛り合わせに︑ビ

ラスフェッドの子牛を一頭買いしているという︒

原田さんは玉名牧場の(草を食んで育った)グ

と評してくれた︒

リジナルな製品を次々に生み出す創造力がある﹂

開拓するなんて並大抵の努力ではできないし︑オ

減った時期もありました﹂とのことだが︑地道に

り︑そのうち春美さんと結ばれた︒昼食にお手製
のあんかけ丼をいただいた︒農場の卵もオクラも
お米も︑おいしいこと︒﹁育てた牛がお肉になっ

て帰ってきて︑それを包丁で切るのが︑なかなか
できませんでした﹂と話してくれた︒

平成

ダイニングの壁に﹁第9回く ま も と 食 品 科 学 研
ルミエール/玉名牧場

1月50日﹂の賞状がある︒臭みもクセもない

究会大賞最優秀賞
24年1

﹁とろっとろのうまうま﹂とうたうジャージー牛
の熟成タイプナチュラルチーズだ︒

﹁チーズ作りは北海道の工房に通って学びまし

た︒作ってはみたが︑ルミエールも最初は熊本で
はなじみがなくで売れませんでした﹂と矢野さん︒

縫皆はきつかっだが︑試食会を開き︑レストラ

ンのシェフらに試してもらうな ど し て 広 め て い
き︑5年目にやっとヒット︒ちなみにルミエール

撮影/熊谷武二

〈エロ8与

ジャーナリスト。コラムの執筆、本の編集のはか、就活生対象に取材学や文革作法を教えている。

請事/岩田一平

学に来た﹂のがなれ初めで︑牧場で働くようにな

同じクラブの原田淳一郎シェフが、牧場の菜園で育てた野菜を吟味

の仕事に︒牛乳からはチーズやバターといった加

工品が作られる︒

矢野さんは福岡県北九州市出身で︑元はエン

ジニアだったと聞いて驚いた︒九州工業大学の機

械科を出て︑地元の製鉄関連会社で鋏を精錬する

炉のプラント設計に携わっていた︒なぜ鉄から農

﹁当時︑隣の山口県下関市の農家の友人から﹃忙

へ?

しいから手伝ってくれ﹄と請われ︑会社の休みの

たびに通っていました︒そこでもらった農産物の

おいしさが違う︒何か癒やされている感じがして

体の調子がいい︒食事の大切さを実感し︑自分で

もやってみようと思いました﹂︒勉強するうちに

﹁社会問題の根底には食があり︑食を変えれば社

会が変わると思った﹂︒子どもの頃からのアトピー

も︑その後自然農法に携わって治ったという︒

未来に残せる地域の環境へ
食青のプロジェクトを提案

28歳の時︑コメと野菜と家畜を合わせた酪展
業を本格的に始めようと︑5年間のサラリーマン

生活に見切りをつけて会社を辞め︑アルバイトを

しながら福岡や熊本・阿蘇の酪鹿家の下で修業す

る︒

﹁2年ほど九州のあちこちを回り︑見つけたの

が玉名でした︒海が近く温暖で︑冬でも青草が採

れ自給自足がしやすい︒地元の人は生まれつき恵

まれ過ぎてありがたさが分かっていないように思

う︒古墳の多い地でもあるが︑自然災害が少なく

古代から住みやすい地だからでしょう﹂と︑矢野

さん︒熊本県公式観光サイトなどによれば﹁玉名﹂

の地名は﹃日本書紀﹄にある﹁玉梓名臣﹂にさか
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が暮らす︒他に研修生を受け入れている︒取材の

時は滋賀県出身の青年が2人いた︒

臭みのない牛乳に
かむほどに味の曲る肉
翌朝︑乳搾りの作業を見せてもらう︒冬も春

矢野さん︒

玉名牧場の牛たちは牧場に生えた芝や干し草
を食べる︒﹁だから︑ほら﹂ と︑落ちているフン
をひょいと取ると割って︑﹁臭わないでしょう﹂と︑

体に合わない飼料を食

鼻先に持ってこられた︒一瞬ぎょっとしたが︑あ

れ?確かに臭くない!

﹁牛乳の臭みは︑餌の穀物の臭いです︒うちの

べさせられている牛は︑消化不良で下痢をしてい

となしく入ってくる︒矢野さんがミルカー(搾乳

ように草で育った牛の乳は全然違います﹂と言わ

も変わらず6時半から始まる日課だ︒00頭のうち

機)の先に付いたカップを雌の四つの乳首に持っ

れ︑玉名牧場のジャージー牛乳を飲んでみる︒コ

る状態なのだそうだ︒

ていくと︑チエツパ︑チエツパと吸い付く︒ポン

クはあるが後味はさっぱり︑くどくない︒ほんの

種付け用の雄は1頭のみ︒作業ピットに雌牛がお

プで真空をつくり︑お乳を吸い取る︒搾乳の務

り甘く︑うまい︒

牛肉も故意に太らせ︑肉に脂のサシの入った

めが終わった牛はピットを出るや︑とっととっと
と走り出した︒干し草や青草の朝どぼんが餌場で

本来のものではありませんね︒うちのような赤身

子牛は去勢して︑やがてお肉に︒雌の方は他の酪

ます︒人の手がかかることはありません﹂︒雄の

和牛ブランド肉がもてはやされる︒だが︑﹁牛肉

放牧場に入って牛たちに触れさせてもらう︒

の肉がホント︒かめばかむほど味が出て︑塩とコ

待っているのだ︒

キャラメル色で毛つやが良く︑20㌢㍍ほどの角が

農家に嫁がせたりする︒

普通︑乳牛は5˜6歳で役目を終えると聞く

場の野菜やコメは無肥料無農薬だ︒堆積した野草

ラやキュウリ︑ジャガイモが採れていた︒玉名牧

静子さんが担当する菜園では︑ちょうどオク
3歳になっても量はさてお

べ物なのか︒

ショウだけで食べられます﹂︒霜降り肉は別の食

ある︒しかし︑あばら骨が浮き出て腰回りの肉も
帥げている︒大丈夫かしらん︒乳牛というと︑黒

が︑ここの雌牛は1

や落ち葉︑わらなどからできた堆肥は使うが︑化

と白の豊満なホルスタイン種が思い浮かぶ︒肉牛
でも尻が張って肉付きの良い牛がおいしそうに思

き︑質の良い乳も出せば︑毎年出産もする︒

らんでいる︒間もなく産まれますよ﹂︒牛の出産

﹁ほら︑この子のお尻のここん所︑ぶくっと膨

栄養にならず︑えぐみや苦みになる︒害虫はこう

い︒﹁窒素など肥料の過剰な成分は本来の野菜の

学肥料はもちろん牛フンなどの有機肥料も使わな

2˜1

える︒それらに比べるとずいぶん痩せていません
﹁いえ︑こっちが本来の牛の姿ですよ︒牛はも

というと︑難産で人間が子牛の脚を引っ張り出

か︒

ともと穀物を食べない︒その穀物入りの配合飼料

虫も付きにくくなり︑農薬もいらなくなる﹂︒有

した不健康を野菜に付くので︑無肥料にすれば害

を与えて太らせた牛は︑人間でいえば究極のメタ

すシーンを思い浮かべるが︑﹁うちでは全て自然
餅酵母牛は牧草場で︑自分で子牛を産み落とし

ボ︑成人病です︒自然の摂理と莫逆を行く﹂と︑

機肥料は使わないなら︑牛たちのフンはどうする

かといえば︑﹁そのまま大地に還り牧草が育つ﹂︒

なるほど何事もうまく循環している︒

昼食後︑搾った乳を殺菌し︑瓶詰めする作業

を矢野さん一人でする︒研修生たちは草刈りなど
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矢野希実さん

YANO K-M-NOR-

●玉名中央ロータリークラブ

東京ドーム3何分に牛00頭

自然農法のコメ︑野菜作り

タクシーはくねくねとガードレールのない細い

山道を上ってゆく︒やがてパッと目の前が開け︑

木造の茶色い建物が︒目指す玉名牧場だ︒熊本県

玉名再三ツ川︒九州新幹線の新玉名訳から十数分

の距離だが︑辺りに人家が見当たらない︒なんだ

のロケみたいな気分だ︒

か人気番組﹁ポッンと一軒家﹂ (朝日放送テレビ)

山の斜面を切り開いた草地で牛たちが草を食

んでいる︒放し飼いの鶏の鳴き声がする︒犬がは

え︑猫たちはもの憂げに寝そべっている︒

﹁Fie︼def○○eaヨSSin8N〇〇〇﹂

こう書かれた円盤が玄関の上に掲げてあった︒

﹁入植して今年で21年目です︒最初はジャング

ルのような所でした﹂と︑つなぎの作業着に長靴

姿の矢野希実さんは言う︒荒れ果てた農場跡を手

に入れて開墾し︑今︑東京ドーム3個分(約1 5

㌶)の敷地にジャージー種の牛30頭を放牧し︑鶏

250羽を放し飼いする︒堆肥だけで肥料や農薬

を使わない自然農法により︑コメと野菜も作って

いる︒

希実さんと妻の藤子さん︑息子の捻くん(5歳)
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事態には対応できます︒しかし︑生後1年を過ぎ

いと効きません︒本当に初期の段階の時だけに投

を使用します︒抗ウイルス剤は初期段階で使わな

すること︒インフルエンザの場合︑抗ウイルス剤

ク質は一生もので入れ替わらないので︑ACEが

ると︑自分の免疫でしか動けなくなります︒する

薬すれば効く︑という仕組みです︒

から受け継いだ自然免疫が保たれていて︑多少の

眼球に影響すると︑どんどん濁っていって白内障

と︑ウイルスなどのいろいろな感染症と闘うこと

白内障も起こりやすい︒目の中の水晶体のタンパ

になります︒脳の中にAGEがたまると︑アルツ
になります︒

120度以上で加熱すると︑メイラード反応(タ

ことです︒タンパク質と糖が入っているものを

厄介なのは︑AGEは調理の仕方で発生する

のです︒重˜2週間ほどたつと抗体ができ︑その

て病原体が増えないようにします︒﹁熱が出る﹂

起きるのか︒体温を上げ︑先述した活性酸素を使っ

ウイルスなどに感染すると︑人の体内では何が

活性酸素を抑える力をつくっておきましょう︒

む良い油を適量摂取する︑野菜をちゃんと取って︑

ないけれど︑人体には欠かせない必須脂肪酸を含

いうことしか対策はありません︒体内ではつくれ

もありませんから︑毎日の生活の仕方を整えると

さて︑新型コロナウイルス︒まだワクチンも薬

ハイマー病の発症につながっていきます︒

ンパク質の糖化反応) でAG巴ができます︒

後︑そのウイルスには感染しない状態になります︒

因になるのは悲しいことです︒食品を焼いたり揚

抗体をつくって︑同じウイルスに感染しないよう

高齢者はこれをずっと繰り返してきて︑休の中に

変を感じたら︑体は温めた方が良い︒免疫力が強

本当に︑特別な手段ではありません︒体調に異

おいしそうなきつね色︑焼き目が実は老化の原
げたりした時に発生するあの︑こんがりした色の
ドが含まれ︑これに発がん性があるのです︒ほん

子どもが感染してもお年寄りは感染しないとい

ありきたりかもしれませんが︑あとは安静︒何

くなるからです︒高齢者はとにかく熱が出ない︑

のりきつね色程度ならまだいいのですが︑きっち

回はかからなくなっているということです︒人に

うのは︑過去にかかった繕験があって︑それで今

より︑まず感染しないことです︒人と会う時はマ

にしてきたわけです︒

り揚げたフライドポテトや︑しっかり焼いたトー

とってはこの︑﹁最初に感染する時﹂がとても大

スクをしましょう︒マスクでは完全には予防でき

部分には︑アクリル酸を母体とするアクリルアミ

ストはもう避けた方が良いです︒厚生労働省でも

切ということです︒

トーストよりおむすび︒目玉焼きより茶わん蒸し︒

るか蒸す︒焼きギョーザより水ギョーザ︒バター

ですから︑老化を防ぐために良い調理法は︑煮

弱っています︒綜果︑体温も上がらない︒熱が出

の働きも弱まり︑それを処理するための働きも

時︑高齢者は体が老化していますから︑活性酸素

ところが︑高齢者が新しいウイルスに感染した

の病院ではあまり使わないように指示していま

あとは︑解熱剤を多用しないでください︒うち

そして︑なるべく出歩かないこと︒

を︑他の人にうつす確率が少なくなりますから︒

ませんが︑自分が持っているかもしれない病原体

いますから︒

出せないので︑合併症を起こしやすくなってしま

そのように指導しています︒

好きな人は毎日のように食べると聞きますが︑ポ

せない︒そうなると病原体が増殖してしまって︑

基本的には熱冷ましに頼らないで︑自然に熱を

テトチップスは要注意食品︒とにかく︑高温で長

この免疫がくせものです︒病原体がすでに︑細

出して体を温め︑ご飯やみそ汁︑良質な食品を適

す︒解熱剤を使った分だけ長引きますよ︑と︒
胞の中に入っています︒例えば︑肺の細胞にいっ

切な調理法で作って食べ︑安静にしていること︑

そのうちに免疫ができる流れとなります︒

ぱい病原体が入っている状態です︒細菌やウイル

人は︑自然な体の反応に逆らわないこと︒子ど

これがとても大切になります︒

ならない対象です︒排除し始めると︑つまり︑肺

もにも大人にも︑きれいな空気と水と︑体に合っ

塩釜東RC)

炎になります︒肺の中に水がたまって︑免疫がど

(ホスト

た食べ物がどうしても︑必要なものなのです︒

要は︑初期段階でウイルスを増やさないように

んどん更新される状態になってしまいます︒

スが入った細胞は異物ですから︑排除しなければ

時間揚げた物︑炒めた物には気を付けてください︒

酸化・さびると糖化・焦げるで︑人は老化して
いくのです︒

自然な体の反応を大切に
人の免疫には︑自然免疫と獲得免疫とがありま
す︒赤ちゃんが生まれてから1年間は︑お母さん

89

〈二重二]

ロータリーの友

令和2年12月号

環境中の有害物質の
健康に与える影響

は実に多様です︒

います︒政府としてはあまり動いていません︒

危ない︑と警鐘を鳴らしています︒摂取量が多い

と体がさびます︒

生物には︑ウイルス︑化学物質が体内に入って

もう一つ︑最近問題なのが除草剤です︒例えば

グリホサートという除草剤︒家庭菜園をなさる方

怖いのは︑この殺虫剤の成分が食物に含まれて
しまうこと︒海外から小麦を輸入する時︑害虫の

くると活性酸素で処理し︑毒素をなくす機能があ

上に増えてしまうと︑健康な細胞まで酸化してし

は使ったことがあるかもしれませんが︑発がん性︑

います︒使用中止が増えてはいるものの︑まだ

まうので︑人は﹁さびて﹂老化してしまいます︒

発生を防ぐため︑どうしても殺虫剤が使用される

市販されています︒韓国でも台湾でも使用禁止に

野菜を煮ると︑煮た汁の方に活性酸素を抑える

ります︒毒と闘うための活性酸素ですが︑必要以

に近い部分を使った粉が使われることが多い︒つ

なったり︑規制になったりしているのですが︑な

力が流れ出します︒みそ汁やスープが体に良いと

神縫発達への影響や腸内細菌への影響が疑われて

まり最も汚染された粉です︒その結果︑学校の先

ぜか日本では︑使用量が増えてきました︒輸入小

されるのは︑効率よく栄養のバランスが取れるか

からです︒学校給食のパンには︑小麦の一番外側

生や子どもたちは農薬を口にすることになりま

麦に残留のあることも分かっています︒

静岡県生まれ︒79年

修を修了後︑板絵全病院勤務︒84年

19与2年

か

東北大学医学部小児科

東北大学医学部小児科研

血管にAGEが付着すれば動脈硬化になります︒

巳が骨に付着すれば︑骨は折れやすくなりますし︑

が侵入すると老化し︑弾力もなくなります︒AC

例えば皮膚︒約70%がコラーゲンなので︑AG巳

この物質が付着するとその組織は老化します︒

とざれています︒

物質で︑強い毒性を持ち︑老化を進める原因物質

産物)とは︑タンパク質と糖が加熱されてできた

もう一つは﹁焦げる﹂ です︒AGE (終末糖化

な日本の食文化は︑実に堰にかなっています︒

らです︒そしてお茶︑漬物︑ご飯が良い︒伝統的

す︒本来の学校給食とは︑鹿薬の汚染がなく︑微

さびる︑焦げる︑老ける

生物の混入がない材料を使用し︑清潔に整えるべ

きものなのに︒子どもたちが正しい給食を取り︑
正しく成長する︑共に食べる教師も健やかに生活
できる︑そのためには材料の危険性をなくすこと

が必要条件だと思うのですが︒現在の日本は︑そ
について少しお話ししましょう︒老化とは︑体が

化学物質の害を軽減させ︑老化を遅らせる方法

有機リンに代わって今︑出てきているのが︑ネ

さびる︑焦げるということです︒体が酸化し︑糖

んな基本的なことができていません︒

オニコチノイドです︒これはタバコに含まれるニ

﹁さびる﹂︒日本動脈硬化学会では︑揚げたり︑

化するのです︒

ら︑摂取するとタバコを吸っているのと同じ状態

コチンと同じような働きをする農薬です︒ですか

になります︒この薬の問題は洗っても取れないこ

和彦

喜かくたこども&アレルギークリー一ツク
院長

炒めたり︑紫外線照射をしたような︑高温で処理
したものに発生する "酸化コレステロール〃 が

と︒野菜の根元にまき︑葉や果肉に染み込ませ︑
その葉を食べた虫が死ぬようにされています︒ミ
ツバチの減少も︑これが原因だといわれています︒

フランスでは18年︑ネオニコチノイドを全面使

くたこども&アレルギークリニック開業︒

循環器所属︒86年

著書に﹃劇症型アレルギI﹄岩波書店︑1998年など︒

定し︑化学物質と病気の関係を調査︑追究︒

対策に関する研究﹂に参加し︑実際に家屋の中の化学物質を測

量化学物質によるシックハウス症候群の病態解明︑診断・治療

の関係を指摘︒2004年より8年間︑厚生労働科学研究﹁微

専門は臨床環境医学︑アレルギー︒早くから食べ物とアレルギー

坂総合病院小児科科長︒2004年

用禁止にしました︒韓国でも使用禁止になりつつ

角田

あります︒しかし︑日本では使われています︒
このように︑巴Uと日本︑アメリカの化学物質

に対する許容濃度には非常に差があります︒残念

ながら日本は非常に許容濃度が高い︒日本の果物
を多量に食べると︑農薬をも多量に食べることに

なってしまいます(お茶類も濃度が高いので注
意)︒この危険性について各方面から蔑見が出て
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とにかく︑アトピーのひどい人の中には︑イソ

に発達障害の可能性があり︑05年から重5年の間

どもたちの数が増えています︒児童全体の6・5%

まり注意欠陥多動性障害や自閉症︑学習障害の子

シアネートが原因の一つになっている人がいま
に︑大体2倍に増加しています︒

ンがほぼ全部に使用されています︒

す︒下着を綿に替えると︑症状が良くなる方もい

ロベンゼンが眼球運動を障害し︑動作性量Qを低

下させていたのです︒

パラジクロロベンゼンは︑現在使われている唯

一の有機塩素系の農薬で︑学校など公共施設では

基本的には︑胎児期から思春期までの発達過程に

中に残留しています︒

こす有機塩素系殺虫剤が︑まだいろいろな食品の

一切使用禁止です︒しかし︑これと同じ能動を起

増えるようで︑古着を着ているお母さんの赤ちゃ

一番︑気を付けないといけないということです︒

をいっぱい使っていた地域の子どもの発達を見た

人は胎児期に︑化学物質の影響を最も受けます︒

んが喘息発作を起こした事例では︑イソシアネー

世界的な流れとして︑WHO(世界保健機関)は︑

データもあります︒こちらも︑絵を描かせると成

ます︒それに︑ポリウレタンは古くなると揮発が

トだけ陽性と出たので︑下着を網に替えたら咳が

農薬や環境ホルモンに関係するこんな化学物質は

農薬が多用され︑有機塩素や有機リン系殺虫剤

収まった︑ということがありました︒

避けましょう︑というリストを出しています︒

残念ながらこのイソシアネート︑空気中にどの

る陽イオン系の界面活性剤ですが︑これが綜橋︑

もう一つ︑柔軟仕上げそのものの働きをしてい

今や対策を取るべき時と感じています︒

ただ︑環境の中に増えているのは明らかですので︑

しておらず︑実態がなかなか分かっていません︒

なります︒化学物質を吸い込んだ後︑倒れる子も

期になると頭痛や神経障害︑吐き気が起きやすく

ドが高い家の子は呼吸がゼーゼーしやすく︑思春

ます︒例えば︑化学物質の濃度︑ホルムアルデヒ

一緒に︑厚生労働省の科学研究賞を得て調べてい

か?

制法が施行されてから激減しました︒ところが︑

確かに︑ダイオキシンの環境中への排出は︑規

が分かっています︒

腺ホルモンがうまく機能せず︑病気を起こすこと

障害されてしまった結果︑神寵を発達させる甲状

の有機塩素系化合物の影響で︑甲状腺ホルモンが

長に応じたものが描けません︒

細胞膜を壊して皮膚や粘膜の炎症を起こすので

います︒起床時や長く立っていると︑そのまま倒

体の中の濃度はあまり減っていないのです︒食物

どういう化学物質がどういうふうに影響するの

す︒これは空中除菌剤にも︑手洗いの洗浄剤の中

れてしまうという起立性調節障害のためです︒こ

連鎖で箱局︑人体に入ってしまうからです︒ダイ

ように存在しているのかを調べる方法がまだ確立

にも入っています︒成分表示に﹁塩化何とか﹂と

れも明らかに︑化学物質の影響で悪化するという

オキシンは大型魚︑乳製品︑牛肉︑鶏肉︑卵に多く︑

ています︒環境にも優しいですから︒しかし︑せっ

ですから私は︑せっけんを使うことをお勧めし

ことがあります︒言語の発達に問題はなかったの

たちが︑知能的にどうなのか︑という検査をした

化学物質を浴びたシックハウス症候群の子ども

有量がとても少ないことが分かっています︒アレ

が多いのですが︑なぜか豚肉にはダイオキシン含

のためか︑卵︑牛乳︑魚に対して非常にアレルギー

マグロのトロの部分には特に多く含まれます︒こ

遺伝もありますが︑ダイオキシンやPCBなど

書いてありますが︑結局︑同じ成分がほとんどで︑

ことが分かりました︒

けんでも細胞は壊れるので︑原則︑使ったらすぐ

ですが︑空間認識能力が欠けていました︒つまり

ルギー反応も少ない︒お勧めの食品です︒

ということを︑私は東北大学の先生たちと

これらは基本的に細胞膜を壊してしまいます︒

に流してください︒

図形が分からず︑形を認識できないということで

しょう︒発達障害の問題が話題です︒文部科学省

さて︑子どもたちの現状についてお話ししま

れていた子たちの成績が最低でした︒パラジグロ

丸いボールに含まれる成分です︒あれが家で使わ

昔︑学校のトイレにつり下げられていた防虫剤の

ありませんでした︒パラジクロロベンゼンとは︑

う防虫剤の濃度の高い家の子の成績が︑一番良く

す︒さらに調べると︑パラジクロロベンゼンとい

る︑鼻水︑咳︑くしゃみ︑頭痛︑腹痛など︑症状

がなくなる︑頭痛︑眠れない︑筋肉がピクビクす

興香しやすい性格になる︑皮膚がかゆい︑記憶力

機リンの場合の反応は︑神経が過敏になりやすい︑

ノイド︑ピレスロイドがよく使われています︒有

殺虫剤については︑他に有機リン︑ネオニコチ

子どもたちの発達への影響

が集計を取っていますが︑いわゆる発達障害︑つ
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イクロカプセル︒これはスギ花粉よりも小さい大

きさで︑大気中に放出されると︑PM2・5にな

るほどの小さなものもあります︒最終的には肺の

をキャップ1杯分入れると︑カプセル約8割が下

中にも入ります︒例えば洗濯する時︑柔軟剤など

水に流れ環境を汚染し︑残りの2割が洗濯物に付

着します︒これが乾くと同時に︑周囲に多量に飛

散して︑残った物が衣服に付いて香りを出す仕組

みです︒この衣服に付いた香り入りカプセルが︑

なかなか取れません︒

このカプセルに使われている物質の一つが︑イ

ソシアネートです︒両面テープを服に貼って電車

に乗ってみると︑イソシアネートを含むカプセル

が服にいっぱい付きます︒イソシアネートは非常

に毒性が強く︑粘膜︑神経︑呼吸器に影響し︑発

がん性もあります︒昔は︑労働者の喘息の三大原

因の一つでした︒

19年1月から︑当院でイソシアネートの一種︑

トルエンジイソシアネートについて調べ始めたと

ころ︑アトピーの陽性反応の出る方がいっぱいい

ました︒その結果︑赤ちゃんからお年寄りまで陽

性者が確認され︑さらに調べると︑アトピーの症

状を悪化させていることが分かりました︒この成

分は柔軟剤にも入っているのですが︑もう的年以

上も柔軟剤を使っていない人でさえ︑陽性反応を

示すことがありました︒そこで︑衣服に多く使わ

れるようになったポリウレタンが分解され︑出て

いるのではないか︑と考えてみたわけです︒

衣服の表示を見ると︑いろいろな名称でポリウ

レタンが使われていました︒例えば︑発熱性保湿

や抗菌防臭などの機能を備えた機能性下着です︒

便利なことに間違いはないのですが︑ポリウレタ

NO.12

VOし.68
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第6分区(松塩ゾーン)

日本では埼玉県所沢市︑宮城県名取市・多賀城

んやアレルギー症状が悪化したりもします︒免疫︑

症にも関係し︑知覚神経の興奮により︑じんまし

鬱状態やパニック障害︑発達障害︑化学物質過敏

害︑神経系の異常を引き起こしています︒頭痛︑

環境の中の多くの化学物質が︑粘膜や皮膚の障

まっているということです︒実際︑まだまだ香科

す︒つまり︑通知文書を配っただけで終わってし

校の先生たちにもあまり理解されなかったようで

画期的なことでしたが︑その内容については︑学

料自粛の通知﹂を発信しました︒これは全国でも

育委員会が小中学校児童・生徒の保護者に︑﹁香
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香料の臭いがするのです︒ホコリの中に香りの成

分が詰まった微細なカプセルが混じっていて︑そ

れが破け︑掃除機の後ろから排出され臭うのです︒

つまり︑ホコリが汚染されているわけです︒

香料は︑人体にかなり影響します︒リラックス

効果がある場合もありますが︑逆に具合が悪くな

る人がいます︒私などは頭痛が起きがちです︒そ

こに︑アレルギーの問題︑神経系の発達︑特に味

海外では︑香料の成分を全て表示する流れにあ

覚障害の問題が潜んでいます︒

私には5人︑子どもがいます︒もう全員社会人

り︑市は賠償を請求され︑その後︑各自治体では

ります︒2010年︑アメリカ・デトロイト市で

その中で︑アレルギーだけ治療してもなぜか治

香料について制限する方向になってきています︒

ですが︑皆︑アレルギーがあり︑私は患者さんと

らない事例が︑たくさんありました︒調べてみる

アメリカの疾病対策センターでも︑香料付きの製

は︑香料により体調を崩した人の訴えが勝訴とな

と︑どうやら身の回りにある化学物質の影響を受

品は施設内︑および通勤途中の乗り物でも使用で
アレルギーとは︑人が体を守るための仕組みで

です︒コンサートのチケットには︑﹁香料は使わ

きない決まりです︒カナダは無香料方針の先進国

学物質を排出し︑体の中をきれいにしようとする

市︑長野県安曇野市などが︑香料に関しての決ま

ないで入場を﹂と明記されています︒

仕組みです︒両者は︑化学物質という毒を体内に

りを採択しています︒18年1

内分泌︑生活習慣病︑発がんとの関係もあります︒

ちさせるために使われている︑ポリウレタンのマ

問題は︑これだけではありません︒香りを長持

いですね︒

の強いものを使っている方がいます︒周知は難し

ころが︑そのホコリを掃除機でサーッと吸うと︑

をする時︑最初はホコリの臭いしかしません︒と

はないでしょうか︒うちの病院でエアコンの掃除

現在︑一番注目されるアレルギーは﹁香害﹂で

2月︑多賀城市の教

入れなければ︑良くなることが分かってきました︒

です︒アトピー性皮膚炎も同じで︑体に入った化

す︒しかも︑哺乳動物だけが持っている防衛反応

けている場合が多い︑と気付きました︒

一緒に︑わが子どもたちを診てきました︒

気付かないうちに加害者かも

馨乳︑

Kakuta
KazuⅢko
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国際ロータリー第2与20地区
2020年2月2事日

環境中の有害物質の
健康に与える影響

アレルギーとは人が体を守るための仕組みです。しかも、哺乳動物だけが持ってい
る反応で、体を守るための仕組み、防衛反応です。アトピー性皮膚炎も同じで、体
に入った化学物質を排出し、体の中をきれいにしようとする仕組みです。化学物質
という毒を体内に入れなければ、良くなることが分かってきました。

かくたこども&ルレギークリニック院長角田和彦

環境中の有害物質の
健康に与える影響
かくたこども&アレルギークリニック院長

シリーズこの人訪ねて

角田和彦

玉名中央RC(第2120地区)
撮影・熊谷武一一

伺84

重昂浅草中央関根秀明

伺84

威
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松戸束

遠賀

大阪難波
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ロータリー・アット・ワーク・・⁝⁝⁝・回17
コロナ禍で役立てて!

引退の救急車をアフリカへ

川崎北・新横浜口Iタリークラブ

茨木西/橿原・檀原IAC/鹿沼/千厩/敦賀/
熊本城東/函館/壬生/桑名西/

東京調布むらさき/浦安ベイ/春日井

飛沫防止パーティションを特別支援学校へ

災害時用の井戸を寄贈

大分県日田市へ災害用のベッドなど寄贈

新庄

五所川原

東京菜江戸川

和歌山東南

大阪イブニング

阿蘇・肥後大津・竹田

郷土の歴史を伝える戸澤政盛公座像の建立

泊まって応援︑旅して発見

断線を歌でつなぐ豊肥線プロジェクト
平野環濠跡の清掃と顕彰碑の新設

白球を追う選手たちと共に3与年目の野球大会

児童相談所に遊べるオブジェを寄贈

加藤光峰
箕牧

彰

横組み﹁静かなクリスマス﹂

声9月号の惑想
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能代村越正道
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ロータリー柳垣

友愛の広場
利害関係のない︑本当の友情
︻突然のメールで失礼いたします︼

前橋東馬場

口霊霊霊園

03-3436-与9与6
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12月は疾病予防と治療月間です
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己むを得ざる休会

1東京部活区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル4階

WWIWL
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keiri@rotary-nO-tOmO.jp
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編集部メール
管理部メール

大津東山元浩美
藤沢東横田佳代子
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風土病となりつつある子宮頸がん
ケニアの一線運動︑雨を呼ぶ
◆私の宝物

一般社団法人

tJ-9ウニ窃友田認諾
∴∴
CON丁EN丁S

電

反

スマホで『友』を開けるの?
『ロータリーの友』電子版は毎月1目に最新号を読むことができます。
WW,rOtary"nO"tOmO.jp/digitaI/

Rotary藤

ロークリ-∽ま

