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ロータリアンとロータリー家族の皆さん
う月はローターアクトを祝う月です。この1年は、奉仕の若きパートナーたちにとって大きな1年となりま
した。

昨春の規定審議会で、ローターアクトの地位が高められる決定がなされ、国際ロータリー(R

i

)にはロー

タリークラブだけでなくローターアクトクラブも加盟クラブに含まれることになりました。去る10月には、
R

I理事会がローターアクトの実情に聞きなくなった年齢の上限を

取り外し、また世界の-部でローターアクトの成長を阻害している
障壁を取り払うためにいくつかの対策を取りました。
ローターアクトがロータリーの向かうべき未来を示していること

を考えると、もっと早く行動すべきだったと言えます。私たちは若

い仲間たちに門戸を開くだけでなく、彼らが夢中になれるような
ロータリーの体験を敏感に察知していくべきです。そうすることが、
ロータリーの有意義な成長をもたらす、最善の方法の一つなのです。

ロータリーの成長といっても、いろいろな意味があります。奉仕

活動、そしてプロジェクトの影響力を育てていかなければなりませ
ん。しかし、何よりも大事なのは会員増強です。会員が増えれば達
成できることも広がります。ローターアクターは、この好機を与え
てくれます。彼らはしかるべきときにロータリーへと移行できるだ
けでなく、ロータリーの何が他の若者を引き付けるのかを理解して
いるからです。

これまでと同じようにしていては、もはや立ち行かなくなります。

退会者が出た分だけ新しい会員を入れる、という方法は解決にはなりません。それでは穴のあいたバケツに水
をくみ入れるようなものです。世界各地で起こっている会員減少の根本原因、つまり、会貝の積極的な参加が
得られていないことと、会員の年齢層の上昇に対処しなくてはなりません。

今こそ、抜本的な改革を行うべきです。熱心で多様な会員への障壁が何かはすでに知っています。その知識
を生かして行動するべきです。新たな会員の在り方を創出し、ロータリー入会への新たな道筋を切り開き、既

存のクラブが今あるニーズに応えられていないところでは、新しいロータリークラブやローターアクトクラブ
を設立するべきです。

新しいクラブモデルは、従来のクラブには入会したくない、または入会できなかった人など、今まで以上に
多様な人が集まり、つながる機会を生み出します。新しいクラブモデルはだいぶ前から出てきてはいましたが、

それを現実のものとするのはガIけ-の仕事です。今年1月の国際協議会で、ガIけ-工レクトが独自のク
ラブモデルをつくる演習を行いました。この体験は役立ち、ガバナーエレクトも心の準備ができたことと思い
ます。

しかし、次世代にとって最も意味のある新しいクラブモデルをつくれるかどうかは、最終的にはローターア

クターと若いロータリアンにかかっています。今後若い世代がロータリークラブに何を求めるのか私たちは分
かっているつもりでも、若い人々の意見にはきっと駕かざれることになるでしょう。私たちの仕事は彼らの変
革を助けることです。それが世界をつなぐロータリーの成長をもたらすのです。
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3月は水と衛生月間です
3月9へ15日は世界ローターアクト週間です

3月9へ1与日は世界ローターアクト週間です。第2530地区(福島県)では、地元をはじめ青森や岩手、宮城、山形のローターアクターが集い、
福島県産の食材を使った東北各地の鍋を市民に食べてもらうイベント「東北復興鍋フェス」を開きました(関連記事P16
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ローダり-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、つきつぎ各地に

生まれて、国境を超え、今では200以上の国と地域に広
がり、クラブ数35,907、会員総数1,204,996人(2020

年1月15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、福島菖三次などの先達の
功を忘れることができません。

ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉

日本でのロータリークラブ設立については、ポール・ハ

情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリー・ペリーと、

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

第4

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

その後、日本のロータリーは、第2次世界大戦の波に洗
われて、

1940年に国際ロータリーから脱過します。戦後

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か国際ロータリーの第3代事務総
長ジョージ・ミーンズでした。

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚まし

言行はこれに照らしてから
1.真実か

どうか

いものがあります。ロータリー財団への貢献も抜群で、今

2.みんなに公平か

や国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものにな

3.好意と友情を深めるか

りました。現住、日本全体でのクラブ数は2,250、会員数

4.みんなのためになるか どうか

88,810人(2019年12月末現在)となっています。
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特集水と衛生月間

eデータで見る世界の「水と衛生」の現状
*内容は主にJprogress

●世界人口の推移と水の需要予測

on

househo【d

●

dinking

w∂ter.

Sanitation

世界人口76億人のうち、

推計(グラフ参照)。

飲める〇万、

20与0年に100倭人に達した場合、

hygiene

2000-2017Jを基に作成

22億人に安全な飲料水がない

世界の人口は2000年から17年で約15億人増えたと

水の需要は50年間で5与%増加すると予測されます。

and

71%が安全に管理された水を

2%は池や川の水を直接利用し、その半数
以上がアフリカに居住している(右図参照)。
6%
2%

3%

4億3′:00万人

1億4,400万人

2億600万人

"安全に管理された飲み水を利用
"基本的な飲み水を利用
"限定的な飲み水を利用
喜改善されていない水源を利用
喜地表水(池や月iの水)を利用

世界の人々の、飲み水へのアクセス状況
2000年

2017年

2050年

(※世界人口を76信大とした2017年時点でのデータ)

世界の人口の推移と予測

世界の水需要予測

出典:

出典:内閣官房『水循環白書』

eアフリカの最新動向

『progress

on

Sanitation

鵜宗像

household
and

drinking

hygiene

200O-201

water.
7』

淳史

日-タサー財団学友・ラフバラー大学大学院水工学修士

は50%以上といわれています。要因はさまざまですが、

国連が打ち出した持続可能な開発目標

ハンドポンプの部品が入手できないことがその一つで

私はグローバル補助金奨学生として、イギリス・ラフ

す。アフリカで利用されているハンドポンプの約80%

バラー大学大学院水工学開発センターで開発途上国の水

が南アジアで生産され、

衛生分野を研究。修士号を取得後、現在は援助機関で開

政府機関により調達されています。従って、

発途上国での水と衛生分野に携わっています。
2015年の国運サミットで

採択された「持続可能な開発目標(Sustainab賞e
lopment

S

D

G

Deve-

s)」の水と衛生分野のターゲッ

1990年以降、新たに約21億人が改善された

送するコストがかかる上、交換繭

‡見つけろ

れないこともよくあります。
以前より、

姑、政府

「開発途上国の村落部の給水

や民間セクターではなく、住民・コミュニティ

ふ主体

となって給水澱の維持管理をすることが最良の万端

水と衛生にアクセスできるようになりましたが、襲べん

ある」として提唱、導入されてきました。しかしながら、

で汚染されている水を飲料水として利用せざるを得ない

これまでの数十年の活動経験から、地方の給水施設の持

人がまだ的18億人いるといわれています。

sで

続可能な維持管理を実現するためには、住民・コミュニ

は2030年までに、これらの人たちへ安全で安価な飲料

ティーだけでは持続性の確保が難しく、行政や民間セク

SDG

水のアクセスを達成することを目標としています。

機能しなくなったポンプたち
開発途上国の村落部では、給水施設の長期的で持続可
能な維持管理に関する問題は共通しており、機能してい
ない給水施設は、水道、井戸からくみ上げる給水施設の

ターなど、外部からの関与が必要になることが分かって
きました。

民間の力を加えた産業復興がカギ
セルフサプライの導入も進む
部品の供給網や直接的な修理サービスなどの民間セク

両方に見られます。サハラ砂漠以南のアフリカにおける

ターの役割は、村落部の給水施設の維持管理・運営にお

ハンドポンプ付き井戸(外部支援の有無によらず)の約

ける重要性を増しています。民間セクターは給水施設に

35%が機能していないと報告されており、国によって

関連する人材を揺供して、地域の企業を連携させ、維持
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謹書

トです。

Goals:

GOや国連などの援助機関と

になった時、製造国である南アジア輯

「すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な
管理を確保する」。これは、

N

⑲⑫㊧⑫⑫

;三言予言∴
-

臆

臆,i,

ノ

「基本的な給水サービス」を利用できる人々の割合(%)
出典:

『Progress

on

household

d「inking

water,

●トイレのない生活をする人々
ユニセフのリポートによると、トイレのない生活(屋外
排せつ)をする人の数は、世界人口76億人の9%にあ
たる約7億人。この数字は2000年から17年にかけて半

減したものの、急速に人口増加が進む地域ではトイレ
の設置が追いついていない状況が生まれています。

Sanitation

and

hygiene

2000-201

7』

●子どもたちが犠牲に
安全でない飲み水と不衛生な生活は下痢などの病気を
を引き起こし、毎日700人を超える子どもが亡くなって
います。 5歳未満ではエイズ、マラリア、はしかで亡く

なる合計数と同等です。また、肺炎など他の病気に
かかるリスクもより高くなります。

頁

￣

￣下

管理と修理の手段を提供することも可能です。そうした

特長を生かし「セルフサプライ」という、住民が自らの

資金の￣部または全額緩担して給水改善を行う考えが
̀

て活ましたo私が見てきたエチオピアでは、行政がロー
プ鮮ンプの製造・設置技術を標準化し、セルフサプライ

による給水施設の拡大を進めています。一方、製造業者

葦などの民間業者の育成を行うことで、地方部で一定の品
質のロープポンプを製造・流適させる環境を整えていま

す。また、村の住民がロープポンプを購入・設置しやす∴証
く練るために、金融機関と連携して小口融資(マイクロ

メ議案護藷議叢業
孟このセルフサプライの概念は、援助機関や政府が
支援して建設する従来の給水施設を補完する概念であ
り、アフリカのほか、ラテンアメリカなどにも採用が広
まっています。

‡幸新二草押(情報通信技術)を取。入れた新しい試
みとして、

2ell年にイギリス・オックスフォード大学

持続可能な開発目標
SUS丁A日NABL臣
DEVELOPMENT

G翁ALS
糊が大成悉できます。離、醜児童基金(UN
ICEF)やドイツ国際協力公社(GI

Z)などの援助

機関がスマートハンドポンプの導入を支援しています。
将来的には開発途上国のハンドポンプ修理業者が地域内

のハンドポンプの修理を一括して担うことも期待さ擬
す。

開発途上国の水分野では、これまで住民・コミュニテ

ィーが主体的に給水施設の維持管理を行っていました

が研究開発した「スマートハンドポンプ」があります。

が、水と衛生分野の目標達成のためには、行政のほか、

これは、従来のハンドポンプ付き深井戸に、専用のトラ

製造業者、金融機関、修理業者などの民間が連携・協力

ンスミッター(送信機)を付けて、ハンドポンプ故障時

をしていくことがカギなのではないでしょうか。

に携帯電話などに故障を知らせる仕組みです。このシス

テムにより、故障時から修理対応者が故障を知るまでの

「̲ふむ年3月号

*車輪とロープで滑車を作り、人力で水をくみ上げる取水装置
ロータリーの友
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看問題点
簡易取水施設が自然災害により破壊。村民が石を重ね
て仮の取水施設を造るも、送水管が泥でふさがり、貯
水タンクに送れない状態。

8集落の約300人に十分な

水が行き渡らず、町まで水を買いに出ていました。
■クラブの支援内容

・花連中区RC、県、郷、村の役割を明確化。事業の
橋渡し
鼓雨災害で取水口が破壊されて水がたまらなくなっていた貯水設備

・住民主体の組織(米機村発展協会)の設立

・強化コンクリートによる取水施設の建設支毅
・送水パイプを換装し、浄化水槽・貯水タンクへの送
水の正常化

る目標ができました。

行政・大学・地元のクラブを巻き込む
その後、この支援を持続可能なものとするため、県、郷、

村にどのように関わってもらうのが良いのか、効果的な
仕組みについて台北松山R

Cと協議を重ねました。

看支援後の状況
現存も水が安定的に供給され、メンテナンスは村長任
命の発展協会のメンバーが中心となって行っています。
県による6力月ごとの点検も行われています。

まず何よりも住民の積極的関与が重要と考え、村長を

中心とした組合のような組織をつくることにしました。
これが「米桟村発展協会」です。県や郷の協力を仰ぎ、

定だった工事は、

住民に対しては県の技官による技術指導や、メンテナン

た。少し遅れはしたものの、無事完成し、クラブの創立

スの方法などのトレーニングを計画。この他、県から現

50周年記念事業にもなりました。

地の業者選定に関わる情報提供を受け、現地クラブが立
ち会って入札によって業者を決定。水質調査は正修科技
大学に依頼するといったアイデアが出ました。
また、当初の計画では、より安価な取水施設を設置し、

5月18日の完成式前日まで続きまし

住民の積極的関与を促す
強化コンクリート型の取水施設により、従来の春季豪

雨や台風が来ても損傷することなく、きれいで安全な水

2カ所で工事をする予定でしたが、それでは今までと同

の安定供給が可能になりそうです。また、この地域には

じように、災害により損壊が繰り返される可能性がある

もともと豊富な水源があり、今後は近隣の村への送水も

ことから、工事を1カ所に絞り、過去に経験のないよ

検討していくとのことです。われわれの支援を元に、さ

うな鉄砲水でも取水施設が守られるように、強化コンク

らなる発展が期待できそうです。

リートによる設備の設計を業者に依頼しました。

このようにして事業の骨格が固まったところで、ロー

心配していたメンテナンスについても、県の監督官の
研修に、発展協会が選抜した村民が参加。その後、村で

12月に承認

開かれた集会で村民全体への指導が行われ、施工中も業

が得られました。春節の長期休暇や、

3へ4月の長雨な

者からその都度メンテナンスの方法を教わるなど、村民

どの影響で作業が思うように進まず、

5月初旬に完成予

が自ら保守していくための意識と知識が定着しました。

タリー財団にグローバル補助金を申請し、

完成式当日はあいにくの雨天。そのため取水量が多く、

貯水タンクのバルブを開いて川に放水する作業が必要で
したが、住民自ら手際よく作業している姿を見て、地域

業態村
人ロ:約300人

住民:半数以上がアミ族。他に台湾人、書家
(はっが人、外省(がいしょう)人などで

構成される
産業:米、トウモロコシ、ピーナツ、紫米など
の栽培

に根付いた設備となっていることが確認でき、うれしく
思いました。

今後、この施設が当初の目的である米機村の産業の発
展を促し、若者の定着や観光(産業)の発展などにつな
がっていくことを願っています。
(第2710地区

広島県)

環境:山からの湧き水が豊富。米桟古道は、古
くは交通の要道で現在は遊歩道が整備。
祭りではアミ族が民族衣装で出迎える

令和之年

う月号

ロータリーの友

i音

㊥⑫㊧㊧⑫
■問題点
以前から衛生設備が未整備で、水源の汚染による健康
被害が心配されていましたが、

201与年の大地震による

被災が拍車を掛けていました。
画クラブの支援内容

・トイレ、手洗い場、浄水設備などの設置支援

・ユニセフのテキストを基にした衛生教育の実施
・せっけんを用いた手洗いの方法などの実演講習

鵜支援後の状況
ワークショップでせっけんを使って手洗いを実践する

テキストの準備と工夫
衛生教育用のテキストは、ユニセフから配信されてい
る冊子(PDFデータ)を基にしています。とてもよく

まとめられた内容ですが、電子データだけで印刷物はな
く、ネパールの貧困層の人々にこのテキストが活用され

る可能性はほとんどありませんでした。ユニセフに使用
目的を説明し、ダイジェスト版を作りたいと申し出たと

ころ、製本化と使用について快諾が得られました。印刷
して参加者7人のスーツケースで250部を持ち込みま

自発的に継続されるかば不明ながら、ロータリアンと
同等以上に積極的な現地ローターアクターの存在も含

めて、参加者らの自発的啓発活動を期待します。新た
な設備は3月までに完成予定。クラブでは次年度もネ
パールの支援を継続します。今回得られたことと、反
省点は以下のとおりです。

・学校を核としたことで、先生、子どもらが自ら
啓発活動を行うことが期待できる

・現地の人たちの支援慣れを防ぐ目的で、繰り返
し自力改善の重要性を訴えるのが重要と再認識

・地域で保たれているバランスを崩さないよう計
画段階で現地文化の理解が重要(今回はカース
ト制度が生活様式と直結している点など)

した。

数百人が参加した大規模な衛生教室
ダーディン地区は首都カトマンズから遠く、道路状況
が悪い山岳地域にあるため、

・活動計画時から現地ローターアクターらとも連
絡を取り合えば、より力になってくれたかもし
れない

1カ所の学校に子どもたち

と先生、地域住民に集まってもらい、ワークショップを

る科学の講習、爪切りなどの衛生習慣の講座、せっけん

行いました。ラリトプル地区は5つの学校から、バス

を用いた手洗いの実践などを丸1日かけて行いました。

で野原に集まってもらい、数百人規模でのワークショッ

子どもたちは当初緊張した面持ちでしたが、語義を受
けたり、遊んだりしているうちに仲良くなることができ

プを行いました。

衛生教育の講師役は、薬剤師である吉岡義治会員(佐
賀南RC)が担当し、水の性質(酸性・アルカリ性)に

ついてや、シャボン玉を用いたせっけんの作用を説明す

ネl
人口:

たようです。教育プログラムとしては大変効果的な事業
ができたと思います。
(第2740地区

長崎県・佐賀県)

〈鵜ル
2,930万人

民族:パルパテ・ヒンドゥー、マガル、タルー、
タマン、ネワールなどから構成される多

民族国家

言語:公用語はネパール語だが教育機関では
英語が多用されている
産業:人口の6割ほどが農林業に従事しながら
も、

GDP比は3割弱と低い

環境:急激な人口増加で、水道のある首都カト
マンズでも供給量不足で断水が多く、大

腸菌汚染も問題。下水システムも少な
くトイレ普及率は2割と、不衛生な環境。

水を介する感染症が雨季に流行する
令和2年

3月号

今回の支援による下水式の新設トイレの工事状況を視察。現地はため
込み式(浄化槽タンク式)やピット式(穴掘り型)がいまだ主流
ロータリーの友
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漢問題点
生活水を山の沢の水に依存してきましたが、水脈が移
動したため、飲料水の供給ができなくなりました。
器クラブの支援内容

・配水用ゴムホース
・貯水タンク

子どもたちへ文房具を提供

・その他、設置作業に必要な道具など

ためられるようにする計画です。資材は直径5cmの強

化ゴムホースを100m用意。貯蔵タンクのほか、工事
や農耕用にスコップ、おの、ロープなども準備しました。

しかし、現地の男性は出稼ぎに出ており、不在のことが

地方では井戸や共同水栓による給水が主。安全な水の
確保は容易ではありません。より安全な湧き水を山の
中腹からホースをひいて、中継タンクで貯水するよう
にしました。

多いため、作業はなかなか進まないようです。
獲支援後の状況

視察・モニタノングを何よりも重要とする
支援内容は、セントラルタルラックRCからの打診、
または現地からの直接の要望もあります。困っているこ

とを聞き、希望に沿うように内容を決定します。また、

週末に少しずつ土木作業が進んでいます。現地の人の
労働力に頼っているので、村民のモチベーションも高
く保たれています。今年1月末の完成予定は遅れてお
り、今年中に現地に出向いて確認予定です。

会員が実際に現地に出向き、確認を行います。そして、
支援後にはプロジェクトのモニタリングを行い、成果を

必ず確認するようにしています。開発途上国は、識字教

してくれているので、うれしく思います。

またセントラルタルラックRCとのこれまでの交流

育、食料不足、貧困といろいろな問題があります。それ

の中で、佐々木久氏が名誉会員として登録されており、

について、

このたび、伊勢英和会員と私も推薦されて合計で3人

「支援をしてやった」とか、

「こちらの意に沿

わなかった」などと言ってはいけません。また、視察や
モニタリングができないのであれば、支援はすべきでな

になりました。

この5年間は国際奉仕活動の後継ぎを育成しようと、

いと考えます。私たちの好意が必ずしも相手に伝わらな

毎年、クラブ内で海外ロータリアンとの付き合いの重要

い場合もあるからです。

性を語り掛けてきました。特に40代の会員を現地へ連

世代が交代しても継続支援できる体制を
セントラルタルラックRCとは、たびたびの訪問によ
りすっかり仲良くなり、会員同士がニックネームで呼び

合うほどの関係です。日本のロータリアンは高齢化して
いますが、フィリピンでは40代の会員が中心で、その

他にローターアクター、インターアクターがたくさんお
り、地元で積極的に支援活動を展開しています。私たち

は訪問するたびに寄付をしますが、それらを有益に活用

フィリピン
人口:約1億98万人

民族:マレー系が主。他に中国系、スペイン系。

その他少数民族。
経済:経済成長率6.之%

(2018年)

環境:降水量が多く水資源は豊富。水道料金
に比較して業者販売の飲料水は数十倍
の高コスト。下水設備の整備は比較的
遅れており、マニラ湾の汚染が問題に
なっている
令和2年

3月号

れて行き、他国のロータリークラブの温かさ、心情に触

れさせ、国際奉仕の楽しさを経験してもらっています。
連れて行った会員は、

「良いことをしている」と理解し

てくれました。

今後も末永くフィリピンとの友好関係が続いていくこ
とを願っています。
(第2670地区

徳島県)

ロータリアンと共に奉仕する

ロ

」.鵜

鵜喜喜鵜○

アクタ

〇〇〇̲二

2019年の規定審議会では、国際ロータリーの加盟クラブになることが決まりました。現在、ローターアクト
クラブでは18へう0歳までの若者が舌動しています。彼らはロータリークラブと協力し、地元や海外などで
さまざまな奉仕プロジェクトを実施し、リーダーシップを発揮しています。その活動の一部をご紹介します。

アクトキッズタウン
釧路北RAC/根室RAC
/帯広RA⊂ ト
9月10日のアクトの日に合わせ
て、

9月8日、釧路市で小学生を

対象に、仕事体験イベント「アク
トキッズタウン」を釧路北RCの
協力を得て開催。名刺作り、自分
の名前が入ったタオル作り、カフ

ェ店員の3つの仕事を地域の子
どもたちと一緒に体験。たくさ
んの笑顔と感謝の言葉をもらった
会員たちは、子どもたちだけでな
く仲間たちとの親睦を深めると同
時に、やりがいや今後の活動に対
する意欲の向上にもつながりまし
た。ローターアクトのPRをしな
がら地域に根差した奉仕活動とな
りました。

(第2与00地区

北海道)

アクトの日とは‥アク(9)卜(10)にち

なみ、9月10日前後の休日を中心に、

●・.

圏

∴

や.

日本全国でさまざまな活動が行われ

団

る日です。ローターアクターの仲間意
識を高めるとともに、ローターアクト

㌦享.、やI

を広報することを目的としています,

1地元で交流を深める
日田中央RAC
「O月13日、日田中央ローターアク

トクラブ(RAC)の設立35周年

記念事業を行いました。当クラブ
の会員は7人ですが、福岡や熊本、
島根などからのローターアクターに
も集まってもらい、約80人が参加
しました。午前は「アクトゲーム」。
ローターアクト活動の〇年間をボー
ドゲームで再現。午後は豆田町(ま
めだまち)町歩き。江戸時代の古い
建物や街並みの残る日田市豆田町を
グループごとに散策し、感じた魅力・

気づいたことなどを模造紙にまとめ
て発表。おいしい飲食物や昔ながら
の街並みについてなど さまざまな
発表があり、豆田の魅力を多くの仲
間と共有でき、会員一同とても喜び
「合いました。

田

(第2720地区大分県)

露悪憂

可r

月経カップを国内外に普及

大阪西南RACト

月経カップをフィリピンで普及するプロジェクトを3月に実
施するに当たり、

10月23日、助産師の会員が中心となり、

月経について知識を深める例会を行いました。第3の生理用
品といわれる月経カップは、医療用シリコンで作られ、 10
年間使用が可能。発展途上国では生理用品を購入する費用が
なく、不衛生な布や葉っぱなどで代用したり、学校を休んだ
りする子どもたちがいます。月経カップを普及させることで
国内外の女性の健康と社会進出への支援をしていきます。
(祭2660地区

大阪府)

1東北復興鍋フェス

第2530地区

9月23日、青森、岩手、宮城、山形、福島のローター
アクターが福島市のさんかく広場で、福島県産の食材
を使った東北各地区の郷土鍋を市民に食べてもらう復
興イベント「東北復興鍋フェス」を開催しました。た
くさんの人が来場する中、ローターアクターたちは福
島県産食材の安心安全・おいしさを十分にアピールし
ました。同時開催のハイやソクス(高密度ポリエチレ
ンの-種)を使用した「災害時に役立つ炊飯方法」ブ
ースも好評。次回も盛り上げていく予定です。

ロータリー家族そろって街をきれいに

(福島県)

松本RACト

9月29日にロータリーデーを兼ねた環境美化活動「水活き城の
町美化プロジェクト」を松本南R⊂、松本工業高校インターアク
トクラブ(

i

AC)と合同で行いました。当日はグループに分かれ、

松本市内の井戸周辺のごみ拾いや、井戸の水あかを取りました。
高圧洗浄機などの道具も使い、普段は見逃してしまうような細か
い汚れにも注意しながら作業。 1時間程度の清掃でしたが、松本
長野県)
(第2600地区
市内をきれいにすることができました。

1海岸清掃で地域の人々とつながる
社会奉仕活動の一環で、

鶴岡R

1997年から毎年秋に鴇岡R

A

⊂

C、鶴岡東

高校i AC、鶴岡市内の児童馨護施設の子どもたちと海岸清掃を
続けており、今年度も9月29日に市内にある湯野浜海岸の清掃
を実施。総勢63人でペットボトルや空き瓶、花火の燃え殻など
のごみを拾い集めた他、近隣の除草作業も行いました。終了後は、

皆で芋薫を食べて親睦を図りました。会員たちはこの清掃を、ロ
ータリー家族や地域の人々とつながりを深められるとても貴重な
場だと感じており、今後もこの活動を続けることで環境美化の意
山形県)
(第2800地区
識が広がることを願っています。
ロータリーの友
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指定記事

ii

THE

fol.thel.e・Ord

ROTARIAN3月号から

Ii

ビジネス
カジュアル
外見を若々しく見せることがロータリー
を活性化するための唯-の方法では
ないものの、出発点にはなります。
ボルガ一・クナークR

i会長工レクト

にとって、機会は無限大です。

国際ロータリー(RI)世界本部の外は、

10

月の曇り空が広がり、ミシガン湖は鋼のような灰
色に沈み、紅葉した樹木も心なしか色あせて見え
ます。

しかし、

R

I会長エレクトのオフィスの中は明

るい別世界です。これは何もボルガ一・クナーク
R重会長エレクトの青いブレザーの胸ポケットか
らのぞくペイズリー柄のハンカチ一つのせいでは

ありません。しかし、その鮮やかな色合いはク
ナーク氏の陽気で楽観的な未来の展望にマッチし
ています。これは67歳(インタビュー当時)の

クナーク氏の若々しさの表れの一つにすぎませ
ん。

クナーク氏へのインタビューは、町he
Rotarian』誌のジョン・レゼック編集長、そして

ジェニー・ラクマニ編集主任と共に、
り、
18

2度にわた

2時間をかけて行われました。ドイツ語なま
ロータリーの友

疎

りはあるものの流ちょうな英語を話すクナーク氏

は、その型破りなロータリーにおける出世物語を

語りました。きっかけは青少年交換プログラムで
の長年の取り組み。その経験が、

R

目指す目標を形作ったそうです。

I会長として

「ロータリーの

ドイツ出身のR

i会長工レクトはロータリー史上初です

ね。ドイツのロータリーについて教えてください。
ロータリーは世界中で異なります。中核的価値観は共有
していますが、大切にしていることが違います。ドイツの

ロータリアンが大切にしているのは友情と親睦、それに、
高潔性と倫理です。私たちが行う奉仕も親睦から牛まれま

成長、特に若い会員の増強は、確実に目標の一つ

す。そして、ドイツのロータリークラブの特徴の一つは、

です」とクナーク氏。

「若い世代とのつながりを

会員を僚重に選ぶということだと思います。会員の維持率

失えばi…i」と、両手を挙げて肩をすくめ、こう

が高いんですよ。会員維持については対策を考えてもいな

続けます。

いくらいです。

「時代遅れになってしまいますから」

話の流れで、

2018年国際協議会での白身のス

ピーチが話題に上りました。クナーク氏はこのス
ピーチで、ロータリーを創設したポール・ハリス
の言葉を引用しました。

「ロータリーがしかるべ

どうしてロータリーに関わるようになったのですか。
RoundTable(円卓会議)という団体を通じてです。ヨー

ロッパで何百ものクラブを有している団体です。驚いたこ

とに、この団体はいつも年寄りとばかり付き合うのに嫌気

き運命を切り開くには、常に進化し、時に革命的

が差したロータリアンたちが、

にならなければなりません」。この言葉について、

した団体なんです。

クナーク氏は自分の見解を述べます。

退しなければならないという規則があります。私は30殻

「未来に備

えるために、ロータリーは変革し続け、若者の力

で入会し、

Round

1927年にイギリスで設立
Tableには40歳になったら脱

39腋で退会しました。

Round

Tableには「受

け入れよ、適応せよ、改善せよ」という素晴らしいモットー

を信じなければならないのです」

その他にも「ロータリアンになるのにふさわし

があります。私は奉仕活動に興味があったのですか、人脈

づくりにも興味がありました。この団体で知り合った友人

くない年齢はない」などクナーク流の金言を紹

の多くがロータリーに入会しました。その理由は、特にロー

介、会長テーマ入りネクタイは金銭的な事情で必

タリーの職業分類による人脈づくりの機会でした。さまざ

要だという話もしてくれました(クナーク氏自身

まな人がいなければ、面白い組織をつくり、思ってもみな

はめったにネクタイを着けませんが、着用を求め

い方向に転がるような議論をすることはできません。

られたときに備えて、デスクの引き出しにマーク・

ダニエル・マローニー会長のテーマ入りの青いネ
クタイをしまってあるそうです)。また、

「ロータ

私はヘルツオークトウム・ラヴエンプルク・メルン・ロー

タリークラブ(RC)に入会しないかと誘われました。す
ごい名前でしょう。

(2013-14年度RI会長の)ロン・

バートンさんが理事の時、私のことを「ドイツの(口ごもっ

リーは機会の扉を聞く」という会長テーマについ

て)

ても語ってくれました。テーマのロゴは、青、ゴー

氏です」と紹介したことがありました。自宅のある町ラッ

ルド、ローターアクトのクランベリー色の、開か

ツェプルクで新しいクラブが会員を募集していたのです

れた3つのドア。

「どの言語にも訳しやすい」か

が、そのクラブには既に知り合いが多かったので、古いク

らテーマにふさわしいと思って選んだ、といい

ラブの方に入会することに決めたのです。おかげで全く違

ます(クナーク氏の母国語であるドイツ語では、
「Rotary

er6ffnet

M6glichkeiten」

)

。

同席し、説明を補足してくれました。

「何ごとに

のボルガ一・クナーク

う人たちと知り合う機会が得られました。
R

1回目のインタビューでは妻のスザンナさんが

なんとかロータリークラブ

i会長への道筋はどのようなものでしたか。

ガバナーになる前に、地区で務めたリーダー職を全て挙
げてください、と言われたことがありますが、ないんです。

も動揺しない(unflappable)人」という評軸こ

一度も。ガバナーになる前は地区でリーダー職に就いたこ

ついて尋ねると、クナーク氏は動揺した表情を見

とはなく、任命されたこともありません。青少年交換プロ

せました。スザンナさんがスマ木ですぐに調べ、

グラムへの取り組みが知られているだけでした。でもその

おかげで、人々に私のことやロータリーへの情熱を知って
ドイツ語で「unerschtltterlich」だと説明。謎が

解けると、クナーク氏はいつも通り落ち着いて話
を続けました。

もらえました。R

ンでのリーダー職に任命されたこともありませんでした。
R萱理事エレクトの研修でエバンストンに来た時が、初め
てR

20
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I理事になった時も同じです。当時のゾー

I世界本部に足を踏み入れたときなんです。
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青少年交換プログラムが優れたプログラムだと思うのは
なぜですか。

青少年交換は私にとってロータリーへの道筋をつくって

くれました。青少年交換でスザンナと共にホストファミ
リーを務めて、ロータリークラブと地区が世界中から学生
を迎える青少年交換キャンプの開催に関わるようになりま
した。そうして、こういった経験がどれほど私たちの人生

を豊かにしてくれるかを知りました。私たち夫婦には子ど
もがいないので、青少年交換は私たちにとって最高のプロ
グラムでした。若さを保ってくれるんです。

クナーク氏は何事にも動じないという評判です。いつも

落ち着いていると。そんなことが可能なんでしょうか。
妻は知っていますが、ささいなことで戸惑うこともあり

ます。しかし、重大なことに直面したり、重要な決定を下

さないといけないときは、いつもより冷静になるんです。
それに、私はいつも他の人たちを頼りにしていますから。
何事も一人ではできないと分かっています。実際に動いて

いる人々臆ただ活動をしているだけではなく、情熱を傾
けている人のことを、心から尊敬しています。そういう人々

を尊重するべきです。すい分前に学んだことですが。
会長としてどの分野に重点を置くつもりですか。そして、

どういったことを成し遂げたいとお考えですか。

何も奇抜な新しい考えはありません(笑)。ロータリー
はポリオ根絶を誓いましたから、この約束を守るためにで
きることは全てするつもりです。成功すれば、世界におけ
るロータリーの評価は上がることでしょう。もちろん、

2

番目はロータリーの成長です。これは何も会員増強だけを
指しているわけではありません。あらゆるレベルでロータ
リーを成長させる、ということなのです。ロータリーを強
くすること。ロータリークラブの新しいモデルを通じて会

員を維持し、増やすこと。ロータリーは世界中でも変化が
最も遅い団体の一つだと思います。行動を起こすのに時間
がかかります。もっと迅速にならなくてはなりません。

者にも、古いモデルのクラブにも、新しいモデルのクラブ
にも、誰にでも居場所があるのです。厳密な規則は必要あ

ロータリーが変わらなくてもいい点は何でしょうか。

りません。一番合ったところで楽しみましょう。

これまで、私たちが何をするにも中核的価値観がその土
台にありました。親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ、

奉仕-これらの理念が時代遅れになることは決してあり
ません。しかし、これらの価値観を表現し、実践する方法

ロータリアンの平均年齢が上がり続けていることを憂慮
していますか。

年配のロータリアンがロータリアンであり続け、高齢者

は変わっていきます。昼食を共にする例会という伝統は、

がロータリークラブに入会してくれることを非常にうれし

この100年間はうまくいっていたかもしれません。しか

く思っています。クラブやR量にとって大きな価値をもた

し、もはやそうではない。局食が一日の中心ではなくなっ

らしてくれますから。しかし、クラブには、未来について

ていますから。若い人々が関心を持てる形を探すべきです。

考えてもらいたいのです。年に2回は戦略立案会議を開

私たちの中核的価値観を分かち合うために、どういうロー

くべきです。未来について真剣に考えるなら、大きな世代

タリークラブに入会したいかを、若い世代に決めてもらう

間ギャップがないことは大事です。あらゆる年齢層の会員

べきです。ロータリーは、皆の場所です。若者にも、年配

がいれば大きな隔たりはなくなります。これまでとは変

令和2年

う月号

ロータリーの友
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わらずに、それでも若い職業人の興味を引くというのは大

らはいろいろなこと-ほとんど何でもできますから。私

事なことです。

たちは彼らがリードする機会を与えるべきです。

「これでうちの人数は完璧だ。

50人、60人、

2014年

70人、それ以上の人がいるから。今のところもう新会員

にベルリンでロータリー研究会の計画を始める前に、ロー

はいらない」というロータリークラブは危険です。ギャッ

ターアクターと打ち合わせをしました。何か新しいことを

プが急速に広がったりします。いつも言っていることです

するためのアイデアが聞きたかったのですか、彼らは素昭

が、ロータリアンになるのにふさわしくない年齢などあり

らしいアイデアを持っていました。彼らは全ての分科会を

ません。

押、雪してくれて、大成功でした。ですから、若い世代を信

18歳で入会する、素晴らしいことです。

80歳で

入会する、それもまた素晴らしいことなのです。ロータリ

じて、頼りにしましょう。

アンになるのにふさわしくない年齢というものはありませ
リーダー職に就く女性の割合を増やすスピードのを上げ

ん。それに、ロータリークラブに適正な規模の会員数とい

るにはどうすればいいのでしょうか。

うのもありません。

ボランティアの団体では、無理強いはできません。うま

ネクタイはあまり着用されないようですね。会長テーマ

くいきませんから。ロータリーは草の根運動の団体です。
全てはクラブから始まるのです。クラブがガバナーを指名

のロゴ入りのネクタイはどうされますか。

会長テーマのロゴ入りネクタイやスカーフの売り上げが

する委員を正しく選ぶようにするべきです。正しい委員を

年に130万へ140万ドル(約1億5,000万円)あるこ

選べば 女性のガバナーは増えるでしょう。不可能なこ

とを知りました(笑)。これはつくるだけの理由がありま

となどありません。私が議長を務める2020臆21年度の

すよね。ネクタイは好きです。たくさん持っていますよ。

R

新品同様の状態で、でしょうね、きっと(笑)。ご自身

の会長テーマのロゴ入りネクタイはつくられるのですね。

I理事会には、

6人の女性がいるんですよ。

女性が増えると雰囲気が変わると思いますか。
変わることはないはずです。性別にかかわらず、私たち

は皆ロータリアンなのですから。大事なのは情熱とリー

会長テーマは何ですか。

「ロータリーは機会の扉を開く」です。ロータリーの成

ダーシップです。求めているのば最高の人材です。女性が

長という目標を支えるものです。というのも、ロータリア

何人いるか数字が大事なわけではありません。とはいえ、

ンになれば、これまでになかった新しい機会が得られます

今そういう変化が起こっていることには心躍ります。ロー

から。

タリーの素晴らしいところは、まさに多様性なのですから。

もちろん、その一つは奉仕する機会です。これにはもう

一つの側面もあります。安全な水を提供したり、通学する

機会を提供したり、私たちの奉仕を必要とする人々に機会
を提供しているわけです。奉仕の機会は双方向のものです。

世間でのイメージを向上させるには、どのようにロータ
リーのことを伝えていけばいいのでしょうか。

世間のイメージを変えるには 長い時間か、たくさんの
お金がかかります。

2つの大事なことがあります。時間が

クナークさんは考え方がとても若いと言われますね。会

かかる覚悟と、正直であることです。ロータリーが変わら

長に就任後、そのことがリーダーシップのスタイルにどの

なければならない理由は、宣伝のためではありません。私

ように影響すると思いますか。

たちがなぜこういう活動をしているのか、真実のストー
I会長

リーを伝えなければなりません。真にロータリーの一部に

らしく見えないと言われますが、それは構いません。大切

なるためには、この固体、そして私たちの活動を誇りに思

なのはリーダーシップであって、威厳があるように見える

わなくてはなりません。自分が何をしているかではありま

ことではありません。それに、この世界で価値を持ち続け

せん。それでは自己中心的になってしまいますから。

自分のスタイルが変わらないといいのですが。

R

るためには、若いリーダーを重点的に扱わないとなりませ

ん。退職者には技能があり、時間があり、貢献したいとい

ロータリーはもっとクールになる必要がありますか。

う情熱があるので歓迎しますが、私が重点を罷くのは変革

若い世I部ことって魅力ある存在になることは必要です。

的なクラブ、新しいクラブのモデル、新しいクラブのアイ

私は今あるロータリークラブを誇りに思っています。しか

デア、それに若い会員です。私は、若い世代を勧誘するべ

し、ローターアクターや若い職業人にとって魅力がないと

き時にふさわしい会長になれると思います。

いうのであれば、彼らを引きつけるクラブモデルをつくる
ことを奨励するべきです。それが、今後数年間で私たちが

若い世代をロータリーのリーダー職に就かせる機会を、

行っていくことなのです。

どのように創り出すつもりですか。

まず、彼らを頼りにして、信頼しないといけません。彼
22

ロータiノ-の友

20之0

VO」.68

N0.3

̀蚕つ

パキスタンの
ポリオ根絶を支える旅
チームポリオジャパンメンバー

園ポリオ拡大を防ぐN

I

大和

豊子(岡山南RC)

園インド、そしてパキスタンへ

Ds

ポリオ(小児まひ)は人にのみ感染する病で、特に

チームポリオジャパンは、

2001年から開場慶博氏

5賎未満の子どもに感染しやすい疾患です。感染する

(第2830地区2000-

と、

リーダーとして、青森県内のロータリアンを中心に、

200人に1人の割合でまひが起きます。

天然痘は1980年に世界保健機関(WHO)によっ

01年度ガバナー)をチーム

全国の有志が集まり結成したチームです。私もこれま

て根絶が宣言されました。これに続いて全世界でポリ

で、何度もインドでのNI

オを根絶しようと、

11年に野生株ポリオ発症がゼロとなり、

88年以来、ロータリーはWHO、

Dsに参加してきました。
14年にはイ

米国疾病対策センター(CDC)、ユニセフと手を携

ンドポリオ根絶セレモニーがありました。ポリオフリ

え、世界ポリオ根絶推進活動(GPE

ー後のNIDsではインドのポリオワーカーたちか

できました。

団、

I)に取り組ん

2009年からビル&メリンダ・ゲイツ財

19年からワクチンと予防接種のための世界同盟

ら「モチベーションを持ち続ける力をもらった」と、
うれしい言葉も掛けてもらいました。

一方で、いまだにポリオ根絶を間近に感じられない

(Gaviアライアンス)が加わっています。

症状が現れる天然痘は全ての感染者を特定できます

パキスタンを支援する必要を感じ、

16へ17年には

90%以上が不頴娃感染であるポリオでは、まひ

チームポリオジャパンの事務局を務める、第2770地

患者が一人いれば周囲に100人程度の無症状のウイ

区・春日部西ロータリークラブ(RC)の永田雄治氏

ルス排せつ者が存在するということになります。集団

が一人でパキスタンN萱Dsに参加。

に対し、できるだけ短期間のうちにワクチンを行き渡

今回は19年12月16-17日に南部の都市・カラチ

らせるには、全国予防接種日(N重Ds)によるワク

で行われたN

チン一斉投与は最も有効な方法といえます。

加しました。

が、

N量D

s

は、設定した接種日に、国内の5歳末満の子どもた
ち全員に生ワクチンを内服させるキャンペーンです。

I

18年には6人、

Dsに日本のロータリアン13人が参

園パキスタン1日日
朝、地元紙を見ると、

NIDsの記事があちこちに

載っており、地域を挙げて周知に取り組んでいること

が分かりました。ホテルで現地スタッフと合流しまし
たが、トルコのイスタンブールから参加したガバナー
エレクトの女性が一緒に行くことになりました。

まずは、ポリオサポートセンターを視察しました。

ポリオ根絶まで「あと少し」のポーズを取る参加メンIト
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小指に投与済みのマークをつけて完了

高速lくスの中で、ポリオワクチンを投与

例会後、カラチ・カントンメントン駅で投与活動を

画だそうです。

次にカラチのスラム街、ガルシャン・タウンで戸別

しましたが、あまりに多くの人が行き交い、活動がス

訪問活動に入りました。ここは比較的穏やかで、ワク

ムーズにできない印象でした。それでも、駅にはロー

チン投与の揮否も、あまり目立ちませんでした。

次は高速道路での投与活動です。高速道路の要所
に、ロータリーが開設を支援したPT

Transit

P

(Permanent

Post)という、予防接種のための常駐所が設

タリーが設罷した予防接種のための設備が見られまし
た。

2日間とも「矧J訪問の際には、

2-4人のロータリ

アンとポリオサポートセンターの職員1人、ポリオ

けられていました。ここに遼躍離高速バスを引き入れ、

ワーカー2人、警護兵1へ2人でグループをつくり、

警護兵とポリオワーカー、ロータリアンがバスに乗り

スラムに入っていきました。

込み、

5歳未満と思われる子どもがいたら、ワクチン

投与済みを示す小指のマークの有無を確認。なければ
ワクチンを授与するのですか、強い口調で投与を拒否

看ポリオを根絶するために
接種率向上と、二次感染リスクのない不満化ワクチ

したり、怖い顔で「済んでいる」と言い張る父親が多

ン(I

くいました。良いアイデアだとば思いますが、ざらに

力が弱く、

理解を得る必要があると感じました。

かかる費用も4,000へ5,000円と高く、生ワクチン

喜2日日
翌日は港近くのスラム、マチャー・コロニー地区で

PV)普及が今後の課題ですが、

4-5回の投与が必要です。

I

PVは免疫

1回の注射に

1国分の約60円と比べ、かなりの費用が必要である

ことと、投与が医師にしかできないことが難点です。
19年現在、野牛株ポリオの発症が報告されている

の戸別訪問から活動を始めました。最底辺といえるス

国はアフガニスタン、パキスタンの2カ国ですが、

ラムで、アフガニスタンやバングラデシュから来た人

17年まで減少してきた年間新規発症者数は18年か

たちも住んでいました。ここでも「接種を受けない」

ら再び増加し、

と強く前面に立って言うのは男性でした。

た。それは、今まで調査や投与活動に入れなかった地

19年には100人を超えてしまいまし

この日も水供給施設を観察しました。ワクチン投与

域に入れるようになったことが症例数増加の大きな理

への理解を得るためには、ロータリーによる水供給施

由の一つで、ここから感染者を増やさないことが重要

設がまだまだ必要であると説明されました。バスの中

です。

で、イスタンブールのガバナーエレクトから「水供給

今回初めて活動に参加したロータリアンが、

「人の

施設の設置を、日本の地区やクラブと協同で支援した

心を動かすものは、ほんのわずかな経験なのかもしれ

いが、どうか?」との提案があり、支援の輪が広がる

ません。そのきっかけを与えてくれたチームポリオジ

可能性を予感しました。

ャパンの皆さんに感謝です」と話していました。その

その後、パキスタンで2番目に創立されたカラチ
RCの例会に出席。ここはパキスタン・ポリオプラス

言葉を聞いて、ポリオ根絶活動にのめり込んだ当初の
気持ちを思い出しました。

委員長のアブドウル・アジズ・メモン氏の所属クラブ

ポリオを根絶するためには、ロータリアンの力がま

でしたが、私たちが当日戸別訪問したスラムには「行

だまだ必要なのだと、改めて感じる旅でもありました。

ったこともない」という会員がほとんどでした。

令和2年

3月号

(第2690地区

ロータリーの友

岡山県)

2与

東日本大震災&災害復興支援

ロータリアンの復興支援は続きます
2011年う月11日の東日本大震災以降も、日本各地で自然災害が続いています。さら

にはそれ以前の阪神・淡路大震災を含め、ロータリアンたちは全国各地で被災地の復興
を助ける活動を続けています。

臆

-方では災害に学び、今後の備えにも協力しています。

「

雄勝石再発見プロジェクト
仙台RC

西條

清和

当クラブは東日本大震災後、さまざまな復興支援

活動を続けています。その中で前年度から始めた
「雄勝石再発見プロジェクト」は、石巻市の特産「雄

勝石」を材料にして、被災地の小中学生たちが世界

に一つしかない「マイ龍を制作するものです。
昨年10月18日、仙台市立錦ケ丘中学校の聖徒
166人は卒業制作として挑戦。雄勝硯生産販売協

同組合の職人の指導を受けながら、自分で選んだ手
のひらサイズの雄勝石を彫刻刀で削り、自分好みの

形状にくぼみをつけていきました。最後は同組合に託し、職人が仕上げて完成となります。
同校の校長は「伝統工芸品や町の復興への理解を深めてほしい」。同組合事務局長は「自

分が作った硯で、墨をする機会が増えるきっかけになれば」と語ってくれました。
この事業は地区補助金を活用しており、今年度は小中学校5佼(約500人)を目標に進
めています。会員たちが各校を訪問し、

「マイ硯」を作る児童・生徒たちと一緒に地域の復

興を考え、同時に伝統工芸に触れることで地場産品の振興を図る活動です。

園

(第2520地区

台風被災者支援のチャリティーIげ-活動

宮城県)

l「崎百合丘R。鈴木

清

当クラブでは昨年11月2へ3日、会員が所属する昭和音楽大学の学園祭とコラボレーションして、チャリティー
バザーを実施しました。

会員と大学教職員が協力してバザー用品を調達。当日は、クラブ社

会奉仕委員会のメンバーや、同大学4年の米山奨学生・張業者の他、
留学生たちが運営に携わりました。売り上げの5万5,100円は、昨

年10月の台風19号による被災者の支援に役立てようと、川崎市災
害対策本部の寄付窓口を通じて寄付しました。
このバザーは、地域や社会のための活動をしようと3年前から始め

たもので、初年度はポリオ根絶のため、前年度は地域の児童養護施設
に楽器を贈るなど、会員の職業の特性を生かした社会貢献活動を続け

ています。運営を担当する会員にとってば学園祭で繰り広げられる
演奏会、パフォーマンスを見聞きしたり、模擬店を楽しんだりと、普

段はなかなか立ち入ることのない音楽大学の雰囲気を味わう、良い機
会にもなっています。クラブとして今後も引き続き、地域の特性を生
かした活動を行っていきたいと思っています。
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十臆つながるプロジェクト
岡山東RC

冨山

直司

当クラブは10月12へ14日、香川県の神戸Y

MCA余島野外活動センターで「リフレッシュキャ
ンプー大規模災害被災地児童
つながるプロシェクト

大粒額災害被災地児韮

地域と日本の未来のためlこ

リフレッシュ帝やシフ

つながるプロジェク

地域と日本の未来のために」を実施。平成30

ト

年7月豪雨で被災した倉敷市真備地区と、福島県
の若者とを結び、つながりから生まれる価値を共有
する事業です。支援を受けた側が支援する側に回る、

この循環を生みだすことで、大規模災害が想定され
る地域と日本の未来に貢献したいと考えました。

真備地区の被災家族80人の健康診断を会員医師

亡災害の教訓を今後のために
志木RC

上原

が行った後、同地区の小学生35人と福島の中学生
実

昨年10月、東日本を中心に甚大な被害をもたら

した令和元年台風第19号。台風が過ぎた直後の

3人を伴って余島へ。大規模災害からの再出発を経

験した子どもたちをつなぎ、循環させる第一歩とす
ることができました。

(第2690地区

岡山県)

16日、当クラブで

ば埼玉県朝霞県土整

…鴇告

備事務所の鈴木隆史霊高宮で

園

HUG体験講座

副所長を招いて例会 墨昔〃当
年へ当主仕I

美濃R⊂

ゝ音

卓話を行いました。
台風接近の12日

章二言黒

から14日まで不眠

↓亨へ∴臆

不休だったと鈴木

市原

孝雄

当クラブ提唱の武義高校インターアクトクラブ
は、同校生徒会全員がメンバーであり、各種活動に

協力してくれています。昨年11月7日には同校の

氏。埼玉県は建設業協会と協定を結んでお

1年生約80人を対象に、前年度に続き2回目の避

り、不測の事態の折は、県職員と共に活動を

難所運営ゲーム(HUG)体験講座を開きました。

しているそうです。荒川では平常時4mの
ところ、

13mまで水位が上昇し、秩父

地方では降水量が600mm、朝霞管内で

は321m皿と、これまで経験したこ

被災時の避難所運営を想定したカードゲームで、
高校の体育館が避難所になったと仮定し、

路をどうするか」

「避難経

「どのように被災者の安全・

安心を確保するか」

「どの教室を使用すれば

とのない数個だったと、緊迫した状況

効率よく収容できるか」など、一般的な避

を語ってくれました。

難訓練とは違った視点で災害時の対応を考

洪水対策・治水対策はハード・ソ

えることができます。

フト面の両輪で進めるべきです

前回は、われわれがゲームの内容をよく理

が、ハード面には膨大な予算がか

解しておらず、質問に答え切れなかった反省を

かり、県としてはまずソフト面

からきちんと整備していく方
向、とのことでした。

埼玉県は河川面積が日本

踏まえ、今回は事前に勉強会を開くなど、万全な
態勢で臨みました。

生徒たちは覚えが早く、予定
より早く終了するほど。彼らの

一。いま一度、災害時に地

進学先や就職先で万が一の時に

区内クラブの連携でできる

も十分役立つのでは、と意義を

ことなどを考察すべく、

感じました。毎年、生徒は入れ

タイムリーな例会と

替わるので、今後は恒例事業と

なりました。

して開催していこうと考えてい

(第2570地区

令和2年

埼玉県)

3月号

ます。

(第2630地区

ロータリーの友

岐阜県)
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の保育所へ希望の絵本やDVDを寄贈しました。このプ

東日本大震災支援と縛

ロジェクトには、姉妹クラブである京都商RCの賛同を
得て共に現地入りし、

第28う0地区

沼田

てきました。これに対し、被災地の子どもたちから喜び

青森

虞ガlけ-

「絆文庫」と名前を付けて贈呈し

いっぱいの絵手紙や写真がたくさん届き、感動しました。

(青森RC)

子どもたちの未来に、少しでも明るさが届けられたので
はないか、と思いました。

2011年3月11口に発生した東日本大震災で、特に

さらにこの翌年には、同じく姉妹クラブの函館RCも

東北地方太平洋沿岸部は未常在の大惨事となりました。

参画してブランコ、シーソーなどの遊具や積み木なども

震災直後から、私の所属する青森R

寄贈しました。こうして、姉妹クラブとの絆も深まった

員会を立ち上げ、活動を開始。

Cは麓災復興支援委

5月には青森RACと共

支援活動を、数年にわたり展開し続けています。

に、岩手県山田町を皮切りに宮古市田老町などへ、数次

(氷層物加工販売)

にわたってリンゴや津軽そば、ショウガみそおでんの提
供に行き、被災地の方々に喜ばれました。「ありがとうね」
「おいしかったよ」

「がんばってね」と声を掛けられ、逆

に被災者の方々から元気や励ましをいただきました。ロー

タリーに入っていたおかげで、このような活動に参加す

ることができ、多くの人々に喜ばれたことが、私のロー
タリー・モメントと言えるでしょう。
また、現地の児童館や保育所では、絵本や物語のD

Dなどがほとんど流失して困っていると聞き、
岩手県社会福祉協議会の協力を得て、

V

(祉福)

10の児童館、

33

拍手も忘れ、静かな、しかし力強い感動に打ちのめされ

ただただ感動

ました。昨年11月10日の第2770地区の大会で、

72

仝クラブが発表した「10月24日世界ポリオデーで行
第2与70地区

鈴木

ったポリオ根絶キャンペーンの紹介」後のスピーチでし

埼玉西北

た(『友」諾2019年10月号横組みP38へ39)。

秀憲ガIけ-

(吹上RC)

まず72クラブそれぞれが、個別に1へ2分で事業を

発表。独白に行った募金活動や広報活動について、動画

「自分の子どもがポリオ感染者だと分かった瞬間に、

やコメントなどを駆使した報告が次々と行われ、大変楽

私の母は、その場で卒倒してしまいました。私は母のよ

しく拝見していましたが、夢中で聞いているうちに正睦、

うな思いを他の方には絶対させたくない、と強く思いま

終わり近くにはくたびれてきて…‥

した……」。第2770地区(埼玉南東)ガバナー小林操

本当にごめんなさい)。そこへ、前述の小林ガバナーの

さんのスピーチを聞いた私は、否、会場にいた全員は、

スピーチ。日が覚めたというより、もっと強烈に感情を

(クラブの皆さん、

揺さぶられ、ただただ、感動に浸っていました。

氏自身がポリオ感染者であること、そしてその根絶に

強い意志を持って、ガバナーに就任したことは十分に分
かっていました。であるからこそ、件の10月24口には、

氏の地区と私の地区とが協同で、新聞一面広告も打って
います。私自身、この紙面作成にかなりの時間と熱意を

込め、全国の皆さまの参考になるよう作成したつもりで
した。

けれども、そのインパクトは、氏の前述のスピーチの
足元にも及びませんでした。
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ガバナーのロータリー・モメント

ホストファミリー
お願いします
第2与80地区

新本

一一一書

園

れるよう要請され、即答で快諾するも家族全員から反対
が。でも強引に押し通しました。その後John君は家族

にも学校にも慣れ、休みには同年の息子と出掛けまし
た。しかし第3、第4のホストファミリーが見つからず、

東京・沖縄

John君はクラスメートの父に「僕のホストファミリー、

博司ガバナー(那覇R⊂)

お願いします」と懇願、引き受けてもらいました。
2度目はメキシコのAranza

青年会議所を定年退会後、しばらくして先輩から勧め

Penichet

Aguilarさんで、

息子家族が快く受け入れました。嫁にはスペイン留学経

られ、那覇RCに入会し24年目になります。その間、

験があり、難なく溶け込みました。

仲間と歩んだいろいろな思い出が脳裏をよぎります。

交性に富み、一躍クラスの人気者に。帰国時、空港では

Aranzaは明るく社

入会後数年して、アメリカ・シカゴから青少年交換学

大勢のクラスメートがお別れのハグ攻め、孫も号泣して

生JohnWilliams君をホストファミリーとして受け入

別れました。写真は那覇大綱挽(「世界一のわら綱」と
してギネスブック認定)で、綱引きをした時のスナップ

です。首に巻いた綱は縁起物なので、持ち帰りました。

青少年交換プログラムは、青少年奉仕の中で最も成功

しているロータリーのプロジェクトと言われています。
ホストファミリーの引き受けに困難はありますが、数多
くのロータリアンが深く関わってそれを乗り越え、全く

異なる文化、そして言葉に触れ合う機会をつくります。

彼らの成長にこれからも大きく関わっていきたいです
し、社会人として大きく成長した彼らに、いつの日か再

会できることも楽しみにしています。

D1830・ドイツからの

青少年交換学生
第2590地区

轟

(健康食品)

海を見てはしゃいでくれました。帰国時、見送りに来た
タイとブラジルの交換学生と抱き合って別れを惜しんで
いたのが、今も日に焼き付いています。
2019年のハンブルク国際大会では、

神奈川

18歳になった

大学牛の彼との再会を、当クラブ8人は楽しみにして

淳次ガバナー(川崎マリーンRC)

いました。自宅のあるシュツツトガルトから600血以
上自ら運転、

2015年8月11日、羽田国際ターミナル。前年、川

4時間近く遅れた搭乗便をベルリン空港で

待っていてくれました。物事の考え方も、人との接し方

崎西北RCからドイツに派遣した青少牢交換学生・多田

も、だいぶ大人になって。その後わずか3日間でしたが、

光輝君に通訳を務めてもらって、シュサツトガルト・ソ

楽しく、懐かしい時間を過ごすことができました。見知

リチュードRC派遣の、

らぬ世界の人と、顔を触れ合わせる青少年交換学生の事

15戴6カ月のニクラス・ユリ

アス・コップ君をカウンセラーらと迎えに出ました。初

業は、世界平和につながります。

(自動車用計器類販売)

印象は背の高い(193cm)好青年。当日は特に猛暑で蒸

し暑く、ドイツはもっと涼しいと嘆いていました。
「なぜ、こんなに自販機?」

「なぜ、バスの運転手は白

い手袋?」と多田君を質問攻めにしつつ、ホストファミ

リー宅では靴のまま家に入ろうど…‥。全ての日本文
化に興味津々。学校を休みだがるのは、英語と体育の授
業以外は理解できないからと分かったものの、ロータリー

の行事は皆出席、特にスキーは喜んで参加。クラブ訪問
での日本語スピーチの練習を重ね、

4カ月ほどで意思の

疎通ができるように。わがクラブ恒例の鎌倉散策では、
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ガバナーのロータリー・モメント

多くの出会いと感動に
支えられて
第2600地区

古川

長野

リーダーを務めロータリーを深く理解することができま

した。そして今度は、ガバナーとしてクラブ公式訪問を

することでクラブごとに腫史を刻んだ奉仕活動を知り、
ロータリーの素晴らしさを再認識している次第です。
私のクラブでは1996年から「植樹」を奉仕活動の柱

静男ガlけ鵜(松本西南RC)

とし、

2019年もハナモモ・ヤマツヅジ・オオヤマサク

ラを合計100本構え、累計は1万1.517本となりました。

ロータリー歴は30年を超えていますが、私をロータ
リーに目覚めさせたものは、

2014年のクラブ会長エレ

松本束R

Cは「留学生による日本語スピーチコンテスト」

を30年間続けており、今年度は30人が応募、書類選

クト時代に受けた、ロータリー・リーダーシップ研究会

考により6カ国の9人が発表。

30年で応募者は900

(RしI)だと思います。自分のクラブしか知らない人

人以上ということで、一つのクラブがこれだけの国際交

間が、ここで他クラブの活動を知り、ディスカッション

流を長年行ってきていたことに、感銘を受けました。
また、会員11人前後の白馬RCでは「交換学生スキー

の集い」を32年間続けており、昨年度は10地区から

250人の留学生と関係者がゲレンデに集いました。参
加した学生の中には「日本に来て一番の思い出になった」

という人もいて、意義深い交流の場となっています。

芋橙麟《静議論」の言葉通り、ロータリーの燈
火は地区の津々浦々に輝いていました。ガバナーとなり、

ロータリーの魅力を再発見する毎日が続いていますが、
この魅力をロータリアン全員に広げていけるよう、残り

の任期を全うしていきたいと思います。

タイの米山奨学生から
始まった
第2610地区

い、保護者が私たちに感謝する姿を見て、

(司法埴土)

「よいことを

した」との実感で、思わず涙が出そうになりました。
その後、

2回目の事業に私はクラブ会長として参加。

そして当初から的菓していた3回目の事業を2019年2

石川・富山

月に終え、ガバナーとして参加できたことに感無量です。

松本

耕作ガlけ-

(金沢R⊂)

一つのモデルとして完遂はしましたが、事業の「持続
性」を押保するためには、現地のロータリアンの業務が

私にとっての「ロータリー・モメント」。それは以前、
『友』誌の記事で紹介されたことがある試みです(2016

年11月号縦組みP14へ15、

17年1月号横組みP

煩多であることも気になります。
この事業は、今回でいったん終了を予定しております
が、この地域で次なる事業の展開を考えるのか?
い出会いを求めて、別の地域に出掛けるか?

30-31)。

それは、私たちのクラブが1993-95年度にお世話

今日この頃です。

新し

悩み多い
(調味料製造)

をした、タイからの米山奨学生テムラック・チャオさん
が、

2012年、タイのポーサテッドナコンシーRCの会

長になって、クラブを再訪問してくれたことから始まっ
た「浄水器設置事業」。

ロータリー財団の制度が変わり、グローバル補助金事
業を模索していた中で、立案されました。最初はオンラ
インでの申請から、タイ側での「承認」のクリックをも

らうためだけに現地を訪問するなど苦難の連続でした
が、

2016年、

1回目が見事に実現しました。

小学校で多数の児童に日の丸を振って歓迎してもら
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ガバナーのロータリー・モメント

ロータリアン・Rファミ
リーが主役の地区大会
第2620地区

2019年にデンマークから帰国した青少年交

換学生、その3人の発表はどれも素晴らしく、感動の声
が多く聞かれました。そして、ローターアクターや米山」

奨学生、米山学友、青少年交換学生、ローテックスら

静岡・山梨

安閑みち子ガIけ-

地区代表、

園

「■

60人の皆さんと舞台上でウエーブを披露したのは、大

(浜松ハーモニーRC)

きな思い出です。

彼らは常、未来を担う若者たちであり、ロータリーフ

地区内外から多くの皆さまの参加を得て地区大会が開

ァミリーの一員です。これらのプログラムはロータリー

催され、今年度は、ロータリーファミリーの皆さんに大

でなければできない奉仕活動であり、各事業の素晴らし

活躍してもらいました。

さを改めて実感しました。

過去に当クラブがお世話した米山学友、

2020年1月、

サンディエゴの国際協議会に招待されたローターアクト

1人ではできないことでも、

ロータリーを通せば行うことができると、今さらながら
うれしく思いました。

振り返れば、この地区大会を開催するための企画・構

成・演出・司会・プログラムの作成に至るまで全てが、
地区大会実行委員会、地区幹事、姉妹クラブのパワー浜
松RC.そしてわが浜松ハーモニーRCのカが詰集して
実現したものです。

「ロータリアンの友情」とはよく聞

く言葉ではありますが、この地区大会は、まさにその言

葉の上に成り立っています。皆で思い描いた大会を現実
のものとしだ「手作りの地区大会」であった、と深い感
動に包まれ、この大会は私にとっての大きなロータリー・

モメントとなりました。

日本語を忘れてしまう
ような2週間
第2750地区

浅田

鷲罪マリアナ鵠

豊久ガlけ-

グアム

ミクロネシア●

(東京六本木RC)

(不動産仲介業)

なく懇談会は11時開始。島によっては2日に1便だっ
たり深夜に到着し出発は2日後の深夜発便ii…iと。ほぼ、

日本語を忘れてしまうような2週間。幸い、担当幹事
が付きっきりで諸々の段取りしてくれ、今となっては懐
かしく思い出される日々となりました。

不肖の拙いイングリッシュスピーチをどこまで理解し

てくれだが、神のみぞ知るところ。英語はあくまでも外

当地区は他地区と大きく異なる横顔を持っています。

来語であり、島ごとの言語文化が存在し、食材はほぼ輸

それはパシフィックベイスングループ(グアム、サイパ

入に頼っていること、日本でも話題のカジノによる開発

ン、ポンペイ、パラオ、トラック、チューク)という南

予定もあることなど、南太平洋の島々ならではの体験を

太平洋の島の仲間たちが地区内にいる、ということです。

積んできました。ぜひロータリアンの皆さまも訪問して

さる9月12へ24日、これらの諸島を回ってガバナー

いただき、この体験を共有できれば幸いです。

(日本料朗)

公式訪問をしてきました。例会揃の懇談会では率直に現
下の問題点を情報共有、その解決策をどのような手法で

行うか、について活発に意見を交換。体験に基づく手法
で筋道を兄いだす、この点については言語が異なるだけ
でほぼ日本と同じ「共有」

「交換」

ました。ロータリーは文字通り、

「段取り」を実行でき

「国際的に奉仕を進め

る団体」であることを再認識する日々でした。

行程は各島ごとl日1クラブ訪問を原則とし、航
空機で隣の島に移動、という繰り返しです。午前1時
出発、早朝4時目的地に到着、ホテルで一服する間も
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

>>>>

ロータリー日本国内全地区合同プロジェクト

スリランカ米山学友会
亡き会長の思いを乗せて

聾立会の鋤き掛け壁 塾堕皇室
現在、海外には9つの国・地域
に米山学友会がありますが、設立の
ためには①
集める、

20人以上の米山学友を

②会則・役員組織を定める、

③年1回以上の会合を聞く、④ロー
タリー米山記念奨学会常務理事会の

承認を得る、といった条件と手続き
があり、特に①の学友を集めること
が最大の関門となります。

そもそも学友会の存在がこれほど重要視されるように

リランカにも……」という決意を固めていきました。

なったのは、板橋敏雄氏が理事長に就任した2007年以

当時、同地区にはスリランカ出身の学友が4人、九

降のこと。それまで海外には台湾と韓国にしかなかった

州にも仲間がいました。日本を拠点とする彼らが母国と

学友会が、中国(09年)、タイ(12年)、ネパール(13

日本を行き来しながら、また、東京の米山記念奨学会事

年)、モンゴル(14年)と次々に設立され、母国に戻っ

務局に足を運んで説明を受けながら、少しずつ仲間を増

た米山学友たちの

やしていったのです。設立への仕掛け人がスリランカ在

その後"が、日本のロータリアンの

日に触れる機会も多くなっていきました。

住の学友ではなく、日本にいる学友という点で、やや特

2009年から第2530地区(福島県)の福島グローバ

ルロータリークラブ(RC)創立会員となり、同地区米
山学友会の会員の一人であったチンタカ・クマーラ・ウ
イジェシンへさん(1997-98/郡山安積RC)は、
各国にできた米山学友会が紹介されるたびに、

「母国ス

異な滑り出しでした。

ラービン阜ラン且̲し会長年度l酪
一番の苦労は「連絡先が分からない学友が多く、連絡
が取れても半数以上が学友会設立の必要性を理解してく
れなかったこと」とチン

私は応擬します!

して、当地区国際奉仕委員会から小学校

第2与う0地区

へテレビシステムを、中高一貫校へパソ

米山記念奨学会
学友委員会委員長

コンを2台提供し、その後、第2620地

磯目

巷間氏

区米山学友会とスリランカ学友会が行う

医療支援活動に当地区学友会が便乗する
形で参加しました。
日本のロータリアンによる国際車仕事

「スリランカに学友会をつくり、その

業の橋渡し役として、海外の米山学友会

活動を通してロータiノーに恩返しをして

の役割は、今後ますます大きくなるでし

いきたい」というチンタカきんの熱い思

ょう。私たち日本のロータリアンが積極

いを受け、地区として応援すべく、スリ

的に海外学友会へ働き掛け、奉仕の機会

ランカ米山学友会設立準備委員会が設置

を模索していくことが海外学友会の活

されたことを思い出します。記念事業と

性化へつながると確信しています。

タカさんは言います。

連絡先について、米山

記念奨学会には奨学生や
学友がウェブ上でログイ
ンし、各自の情報を入力
できるシステムがありま

す。誕生日など折に触れ
てメールを送り、更新を

呼び掛けていますが、更
新しない学友も多いのが

実情です。探し当てた一
人一人に、

「日本とスリ

ランカの国際奉仕活動を

つなぐのは米山学友の便
32
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スリランカ初の国際ロータリー(R

を飾るがのごとく、

i

)会長となったK.

R.ラビンドラン氏の年度のラスト

2016年6月25日、スリランカ米山学友会は設立されました。きっか

けは日本にいるスリランカ出身の米山学友と、彼らの熱意に動かされた第2与う0地区のロー

タリアンらの尽力によるもの。しかし、組織としての活動が軌道に乗る前に、会長の急逝と
いう不幸に見舞われました。昨年6月から新体制となった同学友会は、ラビンドラン氏の
会長テーマ「世界へのプレゼントになろう」を合言葉に再出発を誓います。

命。そのために学友会が絶対
に必要となる」と説得して回
りました。

当時、第2530地区米山

奨学委員長を務めていた加藤
義朋氏も彼らの夢を応援しだ
いと、

2016年3月にコロン

ボRCなどスリランカのクラ
ブで例会に出席し、日本のロ

圏園圏
医療キャンプで健康診断を実施

視力を測定し、必要なら眼鏡を提供

ータリーがつくり育てた米山記念奨学事業について力説

然の死でした。まだ50歳の若さ、誰もが信じがたく、

し、協力を仰ぎました。

学友会の活動は休止せざるを得ませんでした。

そして16年6月25日、スリランカ初のRI会長、K.

R.ラビンドラン氏の会長年度に間に合う形で、海外7

番目となるスリランカ米山学友会が設立されたのです。

臆「世界今のをレゼン封こ歩ろ手工を全書葉に
19年8月、ラクナースさんが経営していた幼稚園に、
人があふれていました。

室長空身遭二

6月に久しぶりの総会を開催し、

ニシャンタ・ロハン・サマラシンハ会長(2002臆05

初代会長には、首都コロンボから車で1時間ほど離

/飯塚RC)をはじめとする新しい顔ぶれで再スタート

れた町で幼児教育に従事するラクナース・ガマゲさん

を切ったばかりのスリランカ学友会が、ラクナースさん

(1993

95/宇部西RC)が就任。設立総会には学友

の一周忌に合わせて医療キャンプを実施することになっ

約30人の他、スリランカが所属する第3220地区のガ

たのです。医師として活躍する学友が中心となり、近隣

バナー夫妻(当時、以下同)、在スリランカ日本国大使、

の貧しい村の住民に声を掛け、身体測定、血液検査、視

米山記念奨学会から小沢一彦理事長、第2530地区や第

力検査、問診をした上で、必要な薬や眼鏡を渡しました。

2700地区(福岡県)のロータリアンが駆けつけ、ラビ

ラビンドラン氏の会長テーマであった「世界へのプレゼ

ンドランR

ントになろう」を具現化する活動。壁には、ラクナース

-

I会長からの祝辞も披露ざれました。

設立後は、スリランカを訪れた日本のロータリアン、
また、第2680地区(兵庫県)や第2620地区(静岡県・

さんの笑顔の写真を掲げました。
設立して4年。

「会合や活動に来てくれる学友をもっ

山梨県)の学友会との交流や、母国での豪雨災害被災地

と増やさなければならないと感じています。それには、

の支援や中高生への諦義など、個々のメンバーの専門を

地道な活動を続けて、仲間を広げていくしかありません。

生かした活動を続けていましたが、国内外の学友が一緒

将来は、日本のロータリアンから、海外で奉仕活動を行

に参加する機会は

う時に、パートナーとして率先して選んでもらえるよう

なかなか設けるこ

な学友会にしていきたい。なお、今年は6月20日に総

とができません。

会を開催します。日本のロータリアンの参加をお待ちし

さらに約2年

ています」と、ロハン会長は語っています。

が経過した18年

ロータリー米山記念奨学会事務局

の夏、ラクナース
会長が急逝したと

の連絡が入りまし
学友が若者たちに向けて講義
令和2年

う月号

た。旅行先での突

米山記念奨学事業、

お問い合わせは、

よねやまだより

についてのご意見・

(公財)米山記念奨学会まで。

TeI.03-3434-8681
Eメール:

′

Fax.03-3578-8281

maii@「otary-yOneyama,Orjp
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3月号から

●
フィンランド

ハイチ

●

●ガ̲ナ

●
スリランカ

荒島韓鴇。
世界中で活躍
「世界を変える行動人」

ガーナ

ハイチ

フィンランド
ヘルシンキインターナショナルRC

オデット・コンスタントさんは16

ごみが詰まった排水路から水があふ

歳で家族と共にハイチの首都ポルトー

れていることを知り、ホ一・ローター

の会員は、

プランスからニューヨークへと移住し

アクトクラブ(RAC)が行動を起こ

ニスタンやイラン、イラク、シリアか

ました。

2010年1月12日にハイチ

しました。ガーナ、トーゴ、ウガンダ

らの移民・難民110人以上を対象に

地震が起きると、コンスタントさん

のローターアクトクラブとトーゴのロ

研修を実施してきました。その内容は、

は教育、健康推進、栄養指導、地域

メゼニス・ロータリークラブ(RC)

職業訓練や履歴書の書き方、新しい文

の衛生環境の向上を専門とするHai亡i

から資金と人手の提供を受け、ロー

化への適応など。

Health

ターアクターたちは2019年7月に

&

Rehabilitationという団体

2017年以降、主にアフガ

受講者たちは、ストックホルム商科

「130

大学のエグゼクティブ教育プログラム

にはハイチの仮設児童養護施設での活

人のボランティアが参加してくれまし

と提携してハンケン経済大学がアレン

動に専念しましたが、そこで目にし

た」と会員27人のポーRAC会長プ

ジしたプログラムを修了した後、フィ

た子どもたちの状況は悲惨なものでし

リンス・コトコさんは言います。その

ンランドの企業で3ヵ月間の研修を

た。そこで彼女は、子どもたちを新し

後、

9月28日に清掃作業を行い、ボ

受けることができる、と会員のサム・

い施設へと移し、責任者となりました。

ランティアが側溝から泥を取り除きま

エリック・ラットマンさんは説明しま

2019年に彼女を会員として迎え入れ

した。コトコさんによると、この街で

す。

たフロリダロータリーEクラブでは、

行われた最大規模の清掃で、参加した

正規の仕事に就くことができた人が3

その児童養護施設の広報と運営を支援

ボランティアは300人近くに上った

人います」とラットマンさんは言いま

しています。

そうです。

の設立に助力しました。
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カナダ

スリランカ

ブリティッシュコロンビアワイルド

た」と、第5040地区の直前ガバナー

コロンボセントラルRACは、人

ライフパークに何年にもわたり資金援

でカンループスウエストRC会員の

類の友である犬のカーニバルを10月

助してきたブリティッシュコロンビア

シェリー"チェンバレンさんは、この

に開催、

州のカンループスウエストR

Cの会員

2,300ドル(約25万円)のプロジェ

ました。カーニバルの目玉は、ドッ

106エーカー(約43万壷)

クトについて説明します。カンループ

グショーと、ベストコスチューム賞や

の保護区内に、自分たちの活動場所を

スウエストRCの他に、公園を熱心に

ベストトリック賞、一番人気賞をめぐ

兄いだしました。クーガー、オオヤマ

支援しているカンループスRCとカン

るコンテスト。主催者は、時代遅れと

ネコ、アカオオヤマネコ、ロッキービッ

ループスデイブレイクRCも資金と人

なっているスリランカの動物虐待法の

グホーン、ポッキョクオオカミ、ヘビ

手を提供。

改正を求める署名を募りました。署名

の生息地をさらに豊かなものにするた

の地区が現地で交流会を開きました」。

を行ったのは参加者だけではありませ

めに、クラブは庭を造り、花粉を運ぶ

10月には会員たちが再び公園を訪れ、

ん。クラブ会員のプラモダ・ウィーラ

ハチドリやチョウ、ハチなどの生物を

3,800ドル(約42万円)かけて花壇

セカラさんによると、カーニバルへの

育むことにしました。

を整備、植物をさらに植え、フェンス

参加と法改正の支持を示すために、参

とベンチを設置しました。

加犬も足型を押しました。改正案では、

たちは、

2019年5月にカンルーブスで行わ

「作業が終わった後、

2つ

200匹の犬と飼い主が集い

れた第5060地区大会では、ロータ

動物を故意に死なせた場合には、実刑

リアン、ローターアクター、青少年交

判決などの重罰化を求めています。

換学生など、第5040地区と第5060

-BRAD

WEBBER

地区の40人のボランティアが、キ
ツネノデブグロ、チューリップ、ラ

ベンダー、ウーリータイム、ロシア
ンセージ、コーンフラワーを植えま
した。

「花粉を運ぶ虫に好かれる品種

や、干ばつに強い楢物を多く選びまし
令和2年

う月号

ロータリーの友
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2019

-20年度地区大会時報IV

2019-

20年度

地区大会略報
漢V

辻

正敏ガlけ-

ホストクラブと交流のある台湾・第

3523地区から朱健欒R

I会長代理を、さらに姉妹地区の韓

国・第3600地区、地区の事業で提携するタイ・第3330地

区の会員を迎え、国際色豊かな大会となりました。記念諮演
は京都産業大学名誉教授・所功氏の「『令和』改元の画期的な
憲義」。歌手で女優の倍賞千恵子さんの「歌うこと、演じるこ
と、そして生きること」からは、つながりの大切さと、続ける

ことの素晴らしさを学びました。全員参加の「総天然色」食
堂ではお祭り気分の大昼食会、会員同士で親睦を図りました。

大島浩輔ガバナー

田中作次R

I会長代理を迎え、徳島らし

く阿波踊りや地元の歌手の歌声でオープニング。ロータリー

国富孝郎ガIけ-

R

事会長テーマと地障スローガン

平和センターホストエリアアドバイザー・山崎敬生氏の基調

播豊富謹書器‡提議誓

講演では、同センターの現況や展望が分かりやすく語られま

う四宮ガバナーの思いを反映したプログラムで構成されまし

した。

た。同地区がホストをした青少年交換学生アント一二・スロ

R

I会長代理晩餐会では、田中氏やガバナーが阿波踊

りを披露する一こまも。

2日日は元内閣総理大臣・小泉純一

郎氏の記念講演を一般公開し、約1,800人が聴講。

「人とひと、

地域をつなぐ」の大会テーマ通り、地区内外のロータリアン
と地域の人たちをつなぎ、温かさを感じる大会となりました。
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ドコフスキーさんの講演や、元ラグビー日本代表の大畑大
介氏と前阪神タイガース選手の鳥谷敬氏のトークショーは、

ロータリーでつながる多様な世代の心を一つにし、ロータ
リー活動のモチベーションを上げる機会となりました。
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写真でつづる

i○○ヽ

日本のロ臆タ

」

★

6
′

1964年10月「第18回オリンピック競技大会」が東京で開催されました。当時の国立競技場に設置された聖

火台は部内のロータリークラブの協力で完成したもの。写真は前年8月の点火試験時に会貝とともに撮影き
れました。
(写真提供:東京西北R C)

196与

1966

1967

1968

ニュージェネレーション

NEW

縁あってロータリーに触れた若者た

GENERA丁看ON

ち。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が。

周りの人と切磋琢磨したい
ローテックス

河田

梨沙

私は、青少年交換プログラムに参加し、留学先のアメ
リカで多くの人との関わりを通して、日本では得られな

かった、たくさんの経験をしました。現地の高校で授業
を受けたことばもちろん、インターアクトクラブに参加

して月2回のボランティア活動を行い、演劇にも挑戦
しました。ネーテイブの高校生に混じってスピーチコン

テストに出場した時は予選で2位を獲得できました。
このように活動的になれた背景には、いつも最後まで

応援し、助けてくれる誰かの存在があったと思います。

動への原動力となっています。

これから進学して経営学を学びたいと思っているの

「たった一人では何も達成できない」。言い換えれば「誰

で、今は受験勉強に励んでいます。毎日がハードですが、

かの助けがあれば何にでも挑戦できる」。そんなことを

自分の人生を諦めず、挑戦し続けていきたいです。

学びました。
また、

広島県三原市在住。尾道束高校3年。

「環境が人をつくる」といいますが、私自身、

留学中には同級生やロータリアン、ホストファミリーを

その土地の文化が面白い
米山奨学生宙∴受肇

2018-19年度第2710地区

晋少年交換学生としてアメリカ・カリフォルニア州ダブリンへ留
学。趣味はピアノを弾くこと、友達としゃべること。

節のためのいくつかの技法があります。あらかじめよく

計画を練り上げることも必要で、制作には集中力や根気
が必要になります。糸と針といった簡単な道具で文様を
刺しゆうし、時にはやり直しもある、細かい手作業です。

私は2016年9月に来日し、現在、大学院で修士論
文に取り組んでいるところです。
で、

3年間の留学生活の中

「学問は自分を磨くこと」だと知りました。そして、

手まり作りを始めた理由は、日本の文化を体験したかっ
たからです。日本に留学中、

2018年の夏休みにさらに

アメリカでインターンシップを体験しました。

2ヵ月間

学ぶこととは、ただ知識や

という短期間でしたが、異文化交流の魅力をより深く理

単位を得るだけではなく、

解できました。

真理を追究することだと知

このような体験から、私は将来、国際関係の仕事で活

躍できる人になりたいと思うようになりました。これか

りました。

余暇には、海外旅行に行

らの人生にも、必ずさまざまな困難や挑戦があると思い

ったり、読書をしたりして、

ます。しかし、

充実した学生生活を過ごし
ています。中でも、ものを

作るのが大好きで、特に最

「難しそうなことだからこそ、やりがい

がある」という信念を持つ私は、何事にも前向きに取り
"重し藍

組んでいけると思っています。
中国河北省出身。福島市在住。福島大学人間党運文化研究科修士

近夢中なのが手まり作りで

課程2年。奨学期間:ま018年4月へ2020年3月、世話クラブ:福島

す。手まりを作るには、装

中央RC。趣味はものづくり、旅行、写真撮影。

●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へ30代までの若者(現役、学友
どちらも可)を『友』編集部にご推薦ください。請人用紙は『友』ウェブサイトwww.rotary-nO-tOmO.jpからダウンロードできます。
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家族と一緒に
フィリピン・タグビラランR
⊂」UB

C

THE

INNOVATION

ROTARIAN

3月号から

:

ロータリーへの入会を考えるタグビラランの住民にとって、
創立:

1970年

創立会貝:

2与人

現在会員:

44人

みんなの街
ボホール畠の港湾都市タグビラランは、目の覚めるような美

しいサンゴ礎に越せられたスキューバダイバーに人気の町で
す。一方、陸地では、チョコレートヒルズと呼ばれる円すい形
の丘が連なる、別世界のような茂みの中を、観光客がさんさん
と降り注ぐ日差しを浴びながら散策します。タグビララン・ロー

タリークラブ(RC)はこの町と、農柴や鉱業を中心とする近

最も大きなネックになっているのが、経済的、時間的な負担で
す。こういった人々の参加を促すために、クラブは金目身分を
家接でシェアできるようにしました。

に頼れるクラブ役員にな
りました」

2013年10月にマグ

ニチュード7.1の地震が

ポホール島を襲うと、先
頭に立って活躍したのは
ロータリアンでした。ビ

郊の地域のニーズに応えています。

クターさんは救出・復旧

作業を行うチームを率い

ビクター・バントルさんは自分のことを「ロータリーの

素晴らしい活動の熱烈な信奉者」だと言います。しかし、

ました。肉体的にも、精

上から:植樹とピンクリボンシ
ンポジウムに参加する会貝

神的にも大変な仕事で

妻のルエラさんによると、当初は入会をためらっていたそ

す。また、ロータリアンは道路と橘の復旧に当たり、被災

うです。ビクターさんは、ミンダナオ島のロータリークラ

者に救援物資が届けられるようにしました。

ブの会員だった当時の上司に誘われ、

1998年に入会しま

クラブは、

10月のピンクリボンキャンペーンに合わせ

した。ビクターさんはエンジニアという仕事柄、別の島の

た乳がん検診を推進するためのシンポジウムなど、多数の

鉱山を管理するために出張が多く、彼が入会するとルエラ

プロジェクトを抱えています。他に継続して行っているプ

さんがロータリーに関わるようになりました。

ロジェクトには、衛生教育と学童のための道路安全講習な

「夫が留守

にする時にはいつも、クラブの例会やプロジェクトに代わ

どがあります。

りに出てくれと頼まれました。それでロータリーが大好き

治療を必要としている人々のために手術を施す医療ミッ

になったんです」。その後、彼女も入会、クラブ会長と第

ションを共に取り組んでいます。

3860地区のガバナー補佐を務めるまでになりました。

ビクターさんはこれに感心し、感銘を受けました。

「妻

Philippine

Gift

of

Life

Foundationとは、

観光業がメイン産業となってきている地域で、クラブが
環境プロジェクトに力を入れています。

「マングローブな

の活動はどんなことでも応援していました」とビクターさ

どの植樹やサンゴの移植、海岸の清掃、プラスチックごみ

ん。

「妻のおかげで私も変わり、とても熱心な会員になり

のないボホール島の推進などの活動を通じて、自然保護と

ましたよ」。バントル夫妻の例があって、同クラブは家族

環境改善を行っています」とへ-ベラーさん。また、石灰

に参加してもらう方法として、会員身分を家族でシェアで

石の採石場に友愛の庭を造りました。

きる仕組みを採用しました。

観光スポットになればと思っています」

多くのフィリピン人は会費が理由でロータリーに入会で

「いつか、この州の

会員は熱心に、楽しみながら活動しています。

「会員の

きない、とクラブ会長のイレーナ・へ-ベラーさんは言い

負担にならないよう、例会があまりまじめにならないよう

ます。彼女によると、ロータリアンの配偶者を持つ入会候

に気をつけているんです。規則や規定を守りながら、活気

補者から、

がある面白い例会になるようにしています」とへ-ベラー

「2大分の会費を払うことはできない」と言わ

れることが多いそうです。それが、クラブの新しい方針の

さんは語ります。

-BRADWEBBER

おかげで、一家族は一人分の会費だけ払えばよいことにな
りました。

バントル夫妻はクラブの熱心な勧誘者になりました。「友
人たちを例会に誘いました」とビクターさん。

「プロジェ

クトを紹介して、社会的弱者とリソースを分かち合うこと

の重要さを感じてもらいました。入会した多くの人が、復
命和2年

う月号

ロータリーの友
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今月はクロスワード。パズルは一般的な問題で、ご家族

バスIしを解いて、ローダiI一魯学ぼうI

の方も楽しめます。ただし、二重枠に入った文字を入れて
できた言葉とロータリーには少し関係があります。どんな
関係かな。ロータリーのこと、ちょっとずつ学ぼう。

田園聞de

パズル制作/ニコリ

二重枠に入った文字をAからEの順に並び替えてできる言葉は何でしょう?
ヨコのカギ

2

3月3日、桃の節句の行事
アルジェリアやナイジェリアがある大陸

3

ステッキやバットもこれの一種

1

6

大相撲三月場所中は大阪に話集する人たち
陽やアウトの反対

9

守るべきルール

4

11小魚や牛乳に多く含まれるミネラル
13
15

17
19

手付けとして前もって支払う
フルーツがなる木々

乗車時に整理券を取る必要があることも
飲み物の容器の一種

タテのカギ

田口□□□□

2

薄クリーム色。英語で「象牙」の意味

5

フォークとセットで使ったりする

7

魚がエサを食べるとピクビク動く

16

鳥が物をついばむのに使う

8

ぎゅっと締め付ける道具

18

問に何も介さない。ダイレクト

10

噛むと痛みが走るときはこのお医者さんへ

20

1、

12

コスプレもこれの一種

21今年の-の日は3月20日。これを過ぎると昼が

14

スモモの木の下。冠を正さないほうがよい

3、

5、

7、

夜より長くなる

◆パズルdeローダノー応募方法◆

星田回

9…

郵送での応募は郵便はがきに、

①

「3

毎月10人に

月号の答え」②名前③所属クラブ④今月号で印象に残った記事をお書き

『ロータリーの友』

添えの上、

名前入り

(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、

〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15黒縄芝公園ビル4階

「モバイルバッテリー」

「声」桐(縦組み)に転載させていただくことがあります。会員以外のご

をプレゼント=

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。

ヒ・埴土遺書〇

rotary-nO-tOmOj

櫨,.̲

◆締め切り◆

p/puzzlephp

2020年4月10日(金)必着

●パズルdeロータリー(12月号)の答えと当選者は横組みP47に掲載しています

香
垂

歩

五

●詰め将棋の解答は、横組みP49に掲載しています。

警

金

5分で2級

曹

四

5手詰め

角

三

初手が肝心です

臆臆
臆臆
喜臆
臆臆

1

飛

八段

2

二

果

3

一

伊藤

4

︻持物︼

5

日本将棋連盟

(※詰め将棋にはプレゼントはありません)
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『友』電子版

いつでもどこでも『ローダリ臆の友』

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

世界に広めるキャンぺ-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(ポスターの作り方は『友』6月号横組みP14に掲載)。

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

「新しいアプローチに心を開かなく

未来のための変革

てはなりません。若い人たちのために

クナーク氏はさらに、ロータリーの

発展のために変革を受け入れるよう会

ユニークな新クラブをつくることは、
解決策の一部にすぎません」とクナー

員に強く促しました。会員を増やすた

ク氏。「自分たちに一番合うロータリー

めに数字にこだわるのではなく、持続

の体験はどのようなものかを、ロー

可能かつ有機的な形で成長できる方法

ターアクターたち自身に決めてもらお

国際ロータリー(RI)会長エレク

を考えるよう求め、現在の会員を維持

うではありませんか。新クラブの設計

トのボルガ一・クナーク氏(ドイツ、

し、クラブにふさわしい新会員を募る

者は、若い人たちであるべきです」

ヘルツオータトゥム・ラウエンブルク・

ことにクラブが注力すべきであると述

メルン・ロータリークラブ所属)が、

べました。

2020-21年度R

i会長テーマは

「ロータリーは機会の扉を開く」

ロータリーの会員が変化を受け入れ
ることの必要性を強調した上で、

「時

間は私たちのためにスローダウンして

1月20日、アメリカ・カリフォルニ

「新会員を、会員数を増やす人員で

ア州サンディエゴで開催中の国際協議

あるかのように考え、やがて忘れてし

くれない」とクナーク氏は訴えます。

会で講演、ガバナーエレクトに向けて

まうというのはやめる必要がありま

「私たちは急速な変化に負けません。

2020-

す」と述べたクナ一夕氏。

「どの新会

この機会を捉えてロータリーを成長さ

タリーは機会の扉を開く」を発表しま

員も、私たちを少しだけ変えてくれま

せ、より強く、適応力を高め、中核的

した。ロータリーとは、クラブに入会

す。新しい視野と経験をもたらしてく

価値観に寄り沿ったロータリーとなる

するというだけでなく、

「無限の機会

れます。このような絶え間ない変化を

のです」

への招待」であるとクナーク氏は述べ

受け入れる必要があります。新会員か

※国際協議会での主なスピーチ(P

ました。

ら学ぶことで、私たちはより強くなり

は、

21年度R

I会長テーマ「ロー

7月1日にR量会長に就任するク

ます」

R

-Ryan

て会員自身や受益者の人生をより豊か

化を導く羅針盤であると指摘したク

今後のR

にするための扉を開くのかロータリー

ナーク氏は、全クラブが戦略計画会議

2020年6月6-10日

であると力説しましな

を開くことを勧めました。この会議で、

アメリカ・ハワイ州ホノルル

「奉仕の行いは、その大小にかかわ

5年後にどのようなクラブになりたい

(以下予定)

らず、助けを必要とする人たちのため

かを自問し、クラブが会員により多く

2021年6月12へ16日

に機会を生みだすものであると、私た

の価値をもたらす方法を考えるべきで

台湾"台北

ちは信じている」とクナーク氏。また、

あると話します。

2022年6月4-8日

l国際大会

アメリカ・テキサス州ヒューストン

奉仕のアイデアを実行に移すために世

もっと多くの女性が就くこと、クラブ

界を旅する機会、そして生涯続く友情

の結成と運営にローターアクターが不

統計

の絆を築く機会を与えてくれる」と述

可欠な役割を果たすこと、ロータリー

全世界ロータリアン総数

べます。

会員であることの意味を考え直すこ

1.204,996人

「私たちのあらゆる活動が、

F)

ドできます。

ロータリーの行動計画はクラブの進

クナーク氏はまた、リーダー職に

D

Iのウェブサイトからダウンロー

ナ一夕氏は奉仕プロジェクトを通じ

「ロータリーはリーダーシップの機会、

Hyland

どこかで、誰かのために機会の扉を開

と、若い人たちに新クラブの設計者に

クラブ数35,907クラブ

いています」

なってもらうことを提唱しました。

地区数525地区

国と地域200以上
ローターアクト会員数168,960人
クラブ数10,192クラブ

国と地域160以上
インターアクト会員数32l,172人
クラブ数13,964クラブ

国と地域150以上
2020年1月15口現在
一塁e︼︺里〇〇三さのさは◎

口鰻。m。了。
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ロータリー財団管理委員長からのメッセージ
之019-20年度ロータリー財団管理委員長

ゲイリーC.K.ホアン
㊨書道主旦旦

ニーハオ、ロータリアンの皆さま。

国際大会へのカウントダウン

おいしいツアーはいかが
私はよくロータリーの行事で孔子の言葉を引用します。それは孔子の考
「パイナップルと言えばハ

えはロータリーの考えと似通うところが多くあるからです。孔子が生きて

ワイ」でした。一時期は世界のパイナッ

いればきっと倍大なロータリアンになったことでしょう。例えば、こんな

プルの缶詰の80%以上がハワイ産と
いうこともありました。ハワイ州最後

金言があります。

かつて、

のパイナップルの缶詰工場は2007年

に閉鎖され、広大なパイナップル園は、

「千日わく、徳の修まらざる、学の講ぜざる、義を間き

て疑る縫わざる、不善の改むる髄わざる、足れ吾が憂いなり」

ポジティブな言い方に直せば、新しいロータリーの行動計画の一つ目の

大半が他のさまざまな恩産物の栽培に

項目とそっくりそのままです。ロータリーがより大きなインパクトをもた

変わりましたが、

6月6へ10日に国

らすことについて語る場合、人間関係に投資し、根拠ある決定を下し、問

際大会でホノルルを訪れる際には、ぜ
ひこのトロピカルフルーツ、パイナッ

題解決策を生み出すためにリソースを活用し、常に経験から学ぶことを意

プルを味わってください。

味します。

ロータリー財団はこのことにたけており、行動計画を実行していく中で、

ドールプランテーションではパイ
ナップルトレインツアーでパイナップ
ルの歴史と植物学的知識が学べます。
例えばパイナップルは小さな果実の
集合体だということをご存じでしょう

より良い世界への投資として今後も最善の選択肢であり続けます。グロー

バル補助金は地域社会が抱える真のニーズに応えます。それば、徹底し

た地域調査を行った上で承認されるものだからです。プロジェクトは地
域調査で判明した情報に基づいて立案されます。

か。またツアーでは、ハワイのパイナッ

財団は「大規模プログラム補助金」を通じて、これまで以上に大きな規

プル産業を興したジェームス・ドール
の歴史をひもときます。
プランテーションガーデンツアーで

模で変化をもたらします。大規模プログラム補助金は、地域が特定したニー

は、コーヒーやカカオ、レイによく使
われる花(プルメリアやピカケ、プア

ズに応えることを目的とする、競争制の補助金です。大規模プログラムは
広い地域で多くの人々に恩恵をもたらします。持続可能で証拠に裏付けら
れた介入を行い、測定できる成果と影響を生み出します。補助金はロータ

ケニケニ)の栽培方法を見学するこ

リーの重点分野の1つ以上に当てはまる活動を、

とができます。家族連れで国際大会に

援します。

参加される場合は、約1万2000nその

敷地に全長4血の通路を設置したパ
イナップルガーデンの迷路が、お子さ
んに大人気です。無事に迷路を脱出し
たら、プランテーショングリルでパイ
ナップル味のソフトクリーム、
Whip

Dole

(ドールホイップ)を試されて

はいかがでしょうか。

-HANKSARTIN

圏

HONOLULU
HAWA=

2020

2020年ハワイ国際大会の
参加登録はこちらri⊂OnVention.org

44
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3へ5年にわたって支

大規模プログラムはポリオ根絶活動における私たちの経験を踏まえてい
ますが、ポリオを根絶させるにはまだ重要な仕事が残っていることを忘れ
てはなりません。

11月にパキスタンを訪れた際には、数多くの若いロー

タリーリーダーがポリオ根絶のために尽力しているのを日にして感動を覚
えました。

グローバル補助金は世界に素晴らしい変化をもたらしており、ロータ
リーの行動計画はこれまで以上の成果を生み出すことに役立つでしょう。

今後も徳を修め、学を講じ義を間きて従り、不善を改めていきましょう。

園田圏
Gary

C.K.

Huang

財団管理委員長
2020

VO」.68

NO.3

地区別クラブ数・会貝数一覧表
(2019年12月末現在)

地区

RC数

会員数

18年12月末

日本のロータリー
会員概数 88,810人
クラブ数 2,250
(左の表中34地区合計から、

会員数

第2500地区

67

2,286

2,296

第2510地区

70

2,631

2,627

第2520地区

78

2,251

2,265

第2530地区

65

2,328

2,372

第2540地区

42

l.154

1,141

高田さくら(2与60・新潟県)

第2550地区

49

1,758

1,776

スポンサークラブ

第2560地区

56

2,110

2,109

第2800地区

49

1,594

l.601

P6「日本のロータリー」数は

側会場:高田RC事務所

第2830地区

41

1,171

1,197

34地区合計からPBグルー

事務所:

第2570地区

50

1,616

1,639

第2580地区

70

3,005

3,050

第2590地区

55

2,022

2,049

第2600地区

54

1,986

1,978

ロータリー衛星クラブ

高田

2020年1月8日認可

〒

会員数:13人

943-0834上越市西城町

大島ビル201号室

2-10-25

幹事:庄山武志

議長:西山要耕

新インターアクトクラブ
AS

l

」

(2750・東京都)

提唱クラブ

東京米山友愛

績成:2019年10月24日
*

A

S

I

J

=

American

School

大成中学・高等学校(2760

in

Japan

・愛知県)

第2610地区

64

2,655

2,678

第2620地区

79

2,990

3,026

第2750地区

98

4,787

4,782

第2760地区

85

4.899

4,904

第2770地区

74

2.541

2,608

第2780地区

68

2.380

2.418

第2790地区

82

2.814

2,872

56

2,009

1.956

尾西

45

2.118

2,131

結成:2019年11月7日

第2630地区

75

3,246

3,203

第2640地区

68

1,841

1,852

第2650地区

96

4,632

4,617

第2660地区

80

3,661

3,647

第2670地区

74

3,058

3,084

第2680地区

71

2,764

2,772

甲南高等学校中学校(2680

提唱クラブ

・兵庫県)

芦屋

結成:2019年11月1日

インターアクト終結

第2690地区

66

3,079

3,075

第2700地区

61

3,245

3,253

提唱クラブ

第2710地区

73

3.320

3,341

第2720地区

75

2,463

2,495

第2730地区

67

2.438

2,414

結成:2019年12月5日

第2740地区

2020

-

34地区合計

21年度版

2750ク

ラブ数・会員数は、

P

Bグ

ループ9RC269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。

プを引いた数。

18年9月末

PBグループ9RC会員数
266人。

地区会員数修正
表中、

本誌2月

(11月分月末)

2750・4,859人、

地区合計会員数:

表外とP6

34

89,851人、

「日本のロータ

56
2,259

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、
横組みP

46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。

富士見丘中学・高等学校(27与0・東京都)

東京西

ガバナー月信より

リー」最終行会員数89,577

第2820地区

一宮・一宮中央・一宮北・

Bグループ

を引いた数です)

号械組みP43

第2840地区

提唱クラブ

第2750地区のP

2,227

2,242

89,079

89,470

*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。

口認m。J。

ロータリー手帳ご予約受付中
本体スタイルはそのままに、

寄夕リーの負

「ロー

タリー関連資料」など内容を更新。詳

横組み

細は2月1日付でロータリークラブ

特集

母子の健康月間

家族をロータリーに巻き込む

にお送りしたご案内状をご覧くださ

縦組み

い。お申込みは友ウェブサイト、メー

玉川大学教育学部乳幼児発達学部教授

ル、

この人訪ねて

FAXで承っております。

4月号主要記事予定

21世紀の子育て

大豆生田啓友

坂本滞京さん(名古屋名東RC)

Rotary

定価600円+消費税(送料別)

ご投稿・お問い合わせは◆訂正

本誌2月号縦組みP

16

「私

〒

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.

某誌芝公園ビル4階
03-3436-6651

Fax.

03-3436臆5956

の宝物」のお名前を平山垂樹様へ、お

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

わびとともに訂正します。

ロータリーの友ウェブサイトwwwrotary臆nO臆tOmOjp

令和2年

事月号

ロータリーの友

4与

日本ロータリー分布図
ROTARY

〇〇〇〇〇(}→臆臆

〇〇〇〇〇(}-

∝京

D

ISTRI〔TS

地区
テリトリー
かバナーも

ロゾーン1A

ロゾーン2
ロゾーン3

□
邸聞
く兵直)

浅木

宰櫨

轍鮒毒良.激,

2770

鰐商戦
2620

∴ii

照!盤上

2570

籠親

惣毒草…
轡̲.

2780

肌聞
く東京・

轄職˜∴鰐商晋恥

黎…卦繍
豊久

畠謝言
轟￣

.

竜□□□

穎欠∴∴濡日

ロータリーの友ウェブサイトwww.rotary-nO-tOmO.jpに各地区のホームページをリンクしています。

需片山

月刊
縛68巻

ロータリーの束
3月号

ま0ま0年2月!9日印則

ま職0年3月1目発行

S職
主水

辰野

克彦

新本
浅田

博司

豊久

(東京西)

(那覇)

(東京六本木)

五

淳次

(川崎マリーン)

田宮

孝郎

(大阪西南)

監

事

恭子

編集長

上野

季

(横浜)

編

稲川やよい

安平

和彦

(姫路)

片岡

信彦

(土浦南)

橋本

長平

(京都東〉

清水

良夫

(横浜)

田中

寛史

(盛岡)

直尚

野生司憩光

(姫路)

誠二

野崎

樫畑

明

渡辺

(宇都宮北)

ロータリーの左事務所

三木

貝

長

宏

村井総一郎

貝

所

鈴木

一般社団法人

S杜

(名古屋東南)

集

黒野

穣二

山名

愛

(東京みなと)

飯田亜由香

熊谷健太郎
管

理

富津

美子

半田

弥生

(豊橋)

(和歌山)

(東京小石川)

福原

有-

(東京蟹座)

横山

武志

(東京北)

恵川

「成

(大宮シティ)

羽田

伊助

(東京目黒)

野中

茂

津村

政男

(東京田海束)

波辺

誠二

(東京みなと)

野崎

恭子

宮前

康明

(新千頚)

高野伊久男

(横浜西)

振込銀行

三井住友銀行浜松町支店
口座番号(普通)

郵便猿轡
印

刷

表紙印刷

口座番号

745001う

00180-8-694591

大日本印刷(株)

半七写真印刷工菜(構)

(川崎)

-飯社団法人ロータリーの裏書糖新
〒105-0011

東京都港区芝公園2-6-1う烏龍芝公園ピル4階

電話
孤X

03-3436-6651

O3-う436-5956

編集部メール

hensyu@rotary-nO-tOmOJ

曹睡節メ￣ル

kei「i@「Otaly-nO-tOm°.jp

ウェブサイト

WWW.rOtary-nO-tOmO.jp

p

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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「パズルdeロータリー」(12月号)の答え

大会後は特に印象に残った講演者など、良かった点な

12月号の答え「カイチョウタイリ」

どを報告書にまとめ、

R暮本部に提出します。

その他、地区大会ではエイドと呼ばれる会長代理の補

9答えは「会長代

佐役の存在も重要です。大会の準備期間中の情報提供に

理」です。年に1度

始まり、会場までの送迎、ステージへの案内などの役割

の地区大会には、国

を担います。エイドはガバナーが任命し、会長代理の務

際ロータリー(R量)

めが滞りなく遂行できるようにサポートを行います。

会長が任命する会長

今年度も地区大会が順次開催されています。会長代理

代理が出席すること

の言葉に耳を傾けることに加え、エイドをはじめ、裏方

があります。

を務めるホスト、コ・ホストクラブの皆さんの活躍にも
思いをはぜてみてください。

会長代理は、その

行動、品格、その他
ロータリーに関わることにおいて、

R

I会長と同様の責

務を負うとされます。大会で全プログラムに出席し、歓
迎会が催されます。基調講演ではR

Iテーマに準じたス

ピーチや、ロータリーの最新状況について報告します。

応募総数 230人 正解者 225人
当選者(敬称略・順不同) /近藤博貴(成田RC)、原敏之(川
崎辛RC)、横山省三(壱岐RC)、泉亭倭徳(当別RC).馬
話政美(津名RC)、奥田昌義(東大阪RC),大澤力(新潟西
RC)、古間宏(阿蘇RC).牧野敬充(名古屋宮の杜RC)、
龍雄博(戸畑東RC)

内外よろず案内
古き良き時代に製造された美しいクラシックカーが埼玉を走る
ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー

ポリオ根絶チャリティーイベントとして、

1976

年以前に製造された、普段見ることがない珍しいク

鵜開催概要
名称

ポリオ根絶
チャリティークラシックカーラリー

日程

2020年3月21日(土)

ラシックカーが一堂に集結します。

60台のエントリー車が埼玉の自然と歴史を感じ

8時30分より順次スタート

られるコースを走り、いかに指定された区間を指定
された時間どおりに通過できるかを競います。

展示ではなく、実際に走っているクラシックカー
を見に来ませんか?

車両のエントリー費の一部が、ポリオ根絶活動の

スタート

地点

武蔵国一之宮氷Iii神社境内

さいたま市大宮区高貴町1-407

コース

さいたま市、秩父市、川越市、都幾Iii町

見どころ

氷Iii神社の三の鳥居をくぐってスタート

します。ゴール地点のソニックシティー
前の鐘壊公園では大宮RCがイベントを

ために寄付されます。

開催しています。

参加台数

60台

協力

第2770地区、第2与70地区、大宮RC、

秩父RC、川越R⊂

◇お問い合わせ
ポリオ根絶チヤリーティークラシックカーラリー
実行委員会委員長 橋本和久(大宮R⊂)
携帯:

090-3108-6399

ウェブサイト:

令和2年

3月号

endpo=o-raiIy.jp
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内外よろず案内
ロータリアン展(絵画・写真)出品者募集
第2590地区ロータi)アンの

美術親睦活動グループ

喜開催概要
日程

2020年4月10日(金)一15日(水)

ギャルリー・パリ

会場

神奈川県横浜市中区日本大通14

横浜で行われるロータリアンによる絵画グループ
展「ロータリアン展」へ出品、参加しませんか?

今年で58回目。前回から地区の枠を超え、全国
の作品を発表する場として開催しています。

KN日本大通りビル1F

出展数

F20号基準で2へ3点まで

出品料

2万円

小品(F4以下)の場合1万円(2点まで)

出品内容は、絵画(油彩・水彩・版画)と写真など、

日頃の趣味の発表の場として出品してください。皆
さまの奮っての出展をお待ちしています。オープニ

◇出品の詳細についてのお問い合わせ先
第2与90地区ロータリアンの美術親睦活動グループ
E-ma旧t@igap「int.cojp

ングパーティーでは、地区音楽同好会の協力により

五十嵐正(横浜旭R

サロンコンサート(弦楽四重奏)を予定しています。

締め切り

奉仕活動の現場の声を聞こう

⊂)携帯:

FAX

045-353-0088

3月10日(火)

タイ・アカ族を支援する原田義之氏

タイ・チェンライRCの原田義之会員は タイ北

:

080-3271-0011

がし茶屋町」散策に。

講演会

「加賀の美食と美酒」で豪華

部の少数民族(アカ族)が公用語のタイ語を理解で

昼食のオプションツアーも準備しています。

きず貧しい生活を強いられている実態を知り、識字

喜開催概要

率向上や、就学支援の活動を約12年間にわたって

名称

第12回「輝く瞳に会いに行こう」
全国大会iN加賀

カ族に寄せる熱い思いを語ります。今回は、石川県

日程

2020年与月9日(土)受付16:00へ

加賀市で開催。

会場

続けています。原田氏が活動を始めたきっかけ、ア

ホテル

翌日には地元ロータリアンによる、金沢の街「ひ

タイ北部での活動を記した
『続・輝く瞳に会いに行こう』
原田義之 箸

アローレ

石川県加賀市柴山町5番地1

内容

講演会:17:00-(原田義之氏)
懇親会:18:00-

登録料

1万3,000円(講演、懇親会費含む)

締め切り

4月30日(木)

◇申し込みお問い合わせ(加賀白山R
TEL

:

0761-73-5222

E-maii

:

FAX

:

C)

0761-73-5221

hakusanr@po.inci.ne.jp

WWW.「Otary261

0jp/kaga-ha

全国11のロータリークラブによる「全国被災地こどもDAGASH

kusanA:iubhuti

ine.

htm

i

lリレー」

○開催概要

3月12日の「だがしの日」に合わせ、東京"上
野動物園において、子どもたちを駄菓子で笑顔にす

るイベントを開催します。また、この日に先立っ

て北は3月7日の北海道厚真町、南は3月6日の
熊本県益城町を皮切りに、全国11のロータリーク
ラブが協力し計8カ所の被災地を「駄菓子と笑顔」

のバトンリレーでつなぐ予定です。最終地となる上
野動物園では復興台点火式も。ぜひ、遊びに来てく

ださい。なお12日7時30分頃から日本テレビ系
列の情報番組Z量P

!でイベント告知が放送予定です。

名称

だかしとえがおのこうかん∪各NOZ○○

日程

2020年う月12日(木)11時˜16時

会場

上野動物園内および表門正面広場

内容

駄菓子配布、スタンプラリー、キャラクター
相撲大会、紙芝居など

主催

岡山南R⊂
(一社)DAGASHlで世界を笑顔にする会

共催

東京上野RC.東京浅草中央RCほか

◇お問い合わせ(岡山南RC)
E-maiI
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◆

P40詰め将棋の答え◆

▲1四金△同角▲

3∴∴之

4

1

1二飛△同玉▲
音

2二角成、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う1-8516東京都渋

谷区千駄ヶ谷2-39-9

馬 警

漢音
園臆
園臆

◆職◆

ニ

初手▲1二飛ば△2四玉で失敗です。また
▲2三金からの精算も逃がします。 ▲1四

な
し

金捨てが好打です。

香
垂

(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。

一議

菌

四

歩

五

3千日に1二飛が鋭く

決まります。

1

」

表紙について
漢桜組みの表紙
「水音」

佐久間真人

イラストレーター

作者コメント
流れに逆らうもの、流れに身をまかせるもの。
どちらが長くここにとどまるかば分からない。
境界の上で昨日と明日を思う。

看縦組みの表紙
「東ケ語源」
イラストレーター

後藤

文彦
リカ人として従軍しています。

卒業後は貿易商の父の仕事を継
ぐ中、

1968-69年度、国籍はアメ

リカながら、日本人として初めて

の国際ロータリー(R萱)会長で

1924年、日米の行き来に

58毎度第355地区ガバナーに、

32年にはさらに大不況

そして1968-69年度R量会長

が深刻化、ジョージは東京で生き

に就任となるのです。教育を重ん

ていくことを決意。第2次世界

じ、国際基督教大学(ICU)の

大戦の問は、ジャパン・タイムズ

創立者の一人でもあります。

4宣年、軍部により日本のロー

きた彼は1992年2月6日逝去。

96歳の長寿を全うしました。

変え活動を続けました。ジョージ

父の長男として、サンフランシス

はこの水曜会に入会します。

コに生まれました。愛称はジョー

しい食糧配給下、会員は弁当持ち

ジ。カリフォルニア大学バーク

寄りで、例会を続けたものですよ」

レー校に進みましたが、在学中に

と、のちに当時を回顧しています。

第1次世界大戦が始まり、アメ

戦後の49年、日本のロータリー

「厳

束ケ崎潔(189与-

3月号

I理事に、

生涯、日米の橋渡し役として生

の編集局長を務めています。

が、東京RCは「水曜会」と名を

合印2年

-

行され、

(PARTICIPATE

1895年、移民として渡米した

1957

1963-64年度にR

タリーは解散を命じられました

)」。

RC会員としてスタート。

障害となる移民法がアメリカで施

す。テーマは「参加し敢行しよう!
!

はR重に復帰し、ジョージは東京

1992)
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私の-冊

ロータリー・アット・ワーク写真編

★

★★

会員おすすめの本(人手可能な市販書籍)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

合・記念写真不可)と150字程度の説明文。必ず活

★★

声

『友』誌についての感想・意見を200字以内で紹介。

対象記事名を明記。発行月翌月の10口締め切り。

友愛の広場

★★

私の宝物

ロータリー・アット・ワーク文章編
内容は写真編と同じ。

エッセーや、海外ロータリークラブ訪問記、時局雑感
など。

動日を入れ、活動後1カ月以内にご投稿ください。

1,000字以内。関連写真があれば添付。

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、数犯、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

-

100宇以内の説明文と、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、

ローダ)-の常識なの?」といった素朴な競闘を、いま〇度「続稿畿(遠慮することなく議論)」しませんが

一般社団法人ロータリーの友事務所
先

〒.1竺0里芋聖学区苧公平竺三̲撃公園ビル4階

Tel.

03-3436-6651

Fax.

O3-3436-5956

投稿方法、その他規定は友ウェブサイトで!

口雪リごま圃
Home Page泰
WWWLrOtaIy-notomoJp

Eメールhensyu@rotary-nO-tOmOjp

与0
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声音12月号の感想

︻対象記事︼

特筆・元気に
p7˜帖)

一\友二一を読んで︑﹁この原稿を害いた人に工˜ルを送りたい!﹂

長示

ウ工ゲ(持回16˜21)

ノーベル平和賞受賞者

︻対象語垂︼

ー盲﹂

縦組み表紙◇綱青書三次(鱗pl︑
揃p部)

︻感想︼偉大な先輩が︑当地・佐賀
県出身とは︒私たちがこうして今も

ちのおかげです︒誠実に﹁利他即自

意義ある活動ができるのも︑先輩た

鹿島RC

山下

義則

利﹂の推進を心掛けたいと思います︒

組一

属病院病院長・教授・真備宥伸氏の﹁A
-と先端医療﹂(縦p4˜8)

︻感想︼人とA-が補完しながら診
断することで︑正確で素早い診断が

可能になるということと︑AI診断
が主流になるとしても最終責任は人
が負うという方向性は︑A-活用の

理想的な事例になるように思いまし

た︒AIを活用しても︑景終責任は
人が負うという感覚は︑労働者を監

肪ねて◇博多イブー一ング京

︻対象語茸︼

U・小山田海定さん(縦P9˜12)

この人

︻感想︼会社の在り方の見本となる

後藤

雄二

ような考えが一ホされており︑とても

東京町田・中RC

共感しました︒

︻対黛誌事︼

中山

田辺

督して最終責任をマネージャーが負

うという経営者感覚にも似ていま

す︒短絡的かもしれませんが︑AI
が発達した未来において︑人はマネ

ジメント能力を磨くことが大事に

なっているように感じます︒
高畠RC 梅津陽一郎

ロータリIには言葉や行動︑

佐伯RC

成田RC

のが多いです︒

亀川

近藤

隆久

博貴

ます︒時代の変化に対応するためと
は思いますが︑受け入れられないも

︻感想︼ 最近の規定審議会での決定
には︑疑義を感じるものが多くあり

p1う˜‖)

﹁友愛の広場﹂ ◇綱♯西RU・中村成
難民の﹁ロータリーの将来はー﹂(繊

︻対象調書︼

に驚いています︒

動が揺るぎない信念に支えられてい
ることに加え︑表情が種やかなこと

考えをまねしたいと思う会員が多く
います︒毎月紹介される人たちの言

︻感想︼

U・小山田海定さん(縦p9˜1ま)

筋ねて◇博多イブー一ングR

な責任を皆が果たさなければならな

︻対象記事︼

この人

川崎RC

の期待とともに行動することが強く
求められていると感じました︒

︻対象語事︼

口Iタリーからのプレゼント◇広島
西南RUの﹁チビも食堂の股値﹂(横
P22)

︻怒怒︼掲載写真の子どもの表情が
柏崎RC

うれしそうで︑こちらもうれしくな
忠弘
りました︒

︻対象諸事︼

毎回楽しみです︒国際大会

工バンストン便り◇国際大会へのカウ
ントダウン(橋p偶)
︻感想︼

弘子

スピーチ◇東京大学医科学研究所附

いという氏の言葉に︑ロータリIへ

︻怒想︼ コンゴで今も続いている非
人道的な危機の状況を︑改めて認識
しました︒社会的︑道徳的︑倫理的

デー一・ムク

﹁感動した﹂﹁知らなかった﹂などの感想︑﹃友﹄そのものに関

池田

界治

︻対象清春︼

するご意見などを紹介しますへ/

R活"を続けよう!(横

︻感想︼がんで亡くなったり︑抗が
2か条﹂を心掛け︑が

ん剤治療をしている人が身近に結構
いるので︑﹁新1

鳥羽RU

ん検診をしなくてはと思いました︒

︻対象詫雷︼

持築・元気に R活〃を続けよう!◇札

幌北RU・小構博氏の﹁子ともたち

成人のがん予防から始め︑

が創る健康的な十査米﹂(横P1重˜1う)
︻意想︼

スリランカで20年間も疾病予防の活

動を続け︑ 成 果 を 上 げ た こ と に 感 銘
を受けた︒ し か も ﹁ や る 気 基 金 ﹂ な
るものをつくり︑子どもたちの行動
から大人たちに変化をもたらしたこ
と︒発想の転換で成果を導き出した
田中

ことは︑素晴らしいの一語に尽きる︒

東京保谷RU

院内

さんの記事)と

ウェブサイトで-・

〈詞う1

ロータリーの友

3月号

令和2年

への初参加が楽しみになりますI・

多久RC

本文とは別に︑対象語書名(例⁚月号﹁友愛の広場﹂︑
お名前︑クラブ名︑連結先を付記しお送りください 詳細は投稿規定または︑友

●本文200字以内

l

ロータリーアットワーク

インターアクタIたちにも手伝っても

4日に全与回が無事終

5日︑現在の高

幕末の志士・坂本龍馬は天保6
(183与) 年‖月1

知市上町の生まれで︑命日も慶応3
年の同じ日です︒毎年‖

トが開かれ︑全国から大勢のファンが

高知を訪れます︒上町住民が生誕祭に
かける思いは非常に強く︑深く︑当ク
ラブも﹁龍馬の生まれたまちのクラブ﹂

として︑地域社会への奉仕活動を続け
ています︒

人一人が郷土愛を感じ︑龍馬さんに思

力により利用客も安定してきてはいま

ます︒地域住民の支援と︑従業員の努

両検査場は1916

(大正与)

年の開

査場とプラットホームがあります︒車

定登録有形文化財に指定された車両検

同鉄道のか太枠誹駅構内には︑国指

には至っていません︒

すが︑いまだインフラを整備する段階

いをはせる活動となりました︒

(浜崎日美子・詰)

地元の駅に
文化財の案内板を設置

和歌山東南ロータリークラブ

業時に建造ざれた木造平屋建て︑長さ

が与1・6㍍︑幅7・6㍍あり︑屋根は

第2640地区・和歌山県

2006年に経営が引き継がれ︑廃

28連の木造トラス(複数の三角形によ

きましたが︑今年度は生誕祭への参加

以前から龍馬にちなんだ活動を行って

た木製の展示パネルを寄贈するなど︑

まれたまち記念館﹂に彼の生涯を描い

ようになりました︒16年には黒字化

り︑国内外から多くの利用者が訪れる

による﹁うめ星電車﹂ の導入などによ

クな車両︑デザイナー・水戸岡鋭治氏

電車﹂

中古レールを骨組みにして建てられた

の姿をよく残しており︑ホーム上には

プラットホームは開業当時の石積み

われています︒

掘られ︑現在も電車の検査と修理が行

床には検査用のピットが2本並行して

る骨組み構造) で支えられています︒

線の危機から再出発した和歌山離鎌

は︑ネコの﹁たま駅長﹂就任や﹁たま

と共に︑汚れの目立つ記念碑の清掃も

しましたが︑その後は乗客減少や台風

﹁いちご電車﹂といったユニI

行うことにしました︒

上屋があります︒これら貢重な文化財

し︑樹木のせん定や碑文の文字塗りを

前に高圧洗浄機で大まかな汚れを落と

め︑当クラブではその案内板を制作︑

を︑来訪者に分かりやすく紹介するた

案内板には写真に加え︑日本語と英

‖月3日に寄贈しました︒
した︒1 4日当日は会員それぞれがブラ

きたいと思います︒

(市川正夫・詞)

に︑ぜひ寄贈した案内板をご覧いただ

会がありましたら︑貴重な文化財と共

ザインにしています︒和歌山に来る機

すいようにスタンドの高さを抑えたデ

どはステンレス製で︑子どもでも見や

語の説明文を入れました︒架台部分な

行うなど︑数日を要する活動となりま

清掃活動の実施日に先立っては︑事

の被害もあって苦しい経営が続いてい

クラブではこれまでにも﹁龍馬の生

日本語と英語で説明した案内板

シを手に取り︑汚れた部分をこすり︑
雑巾できれいに拭き取り︑文字塗りも
しました︒何年ぶりかで手が加えられ︑

文字もくっきりと鮮やかになった諦念
碑は︑見違えるほどきれいになりまし
た︒周辺の案内板やベンチなども丁寧
に清掃し︑生誕祭に多くの人が気持ち
よく過ごせるよう願いました︒会員一

NO.3
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らっています︒
1月1
(1867)

今年度は1

了し︑多くの児童たちに喜んでもらい︑
月1

蓮見哲平・詑)

5日の生誕祭には市内各地でイベン

先 生 た ち か ら も感謝の言葉をいただき
ま し た ︒ 青 少 年奉仕の喜びを大いに感
じ る こ と が で きるこのイベントを︑今

(田沼RC

後も4クラブで協力して続けていきた
いと思います︒

坂本龍馬生誕記念碑の
清掃活動
高知中央口Iタリークラブ
第2670地区・高知県
‖月14日︑当クラブ会員20人で郷土

の英雄・坂本龍馬の誕生祭に合わせ︑
記念碑の清掃活動を行いました︒

坂本能馬の誕生祭を前に清掃活動

˜020

ロータリーの友

与2〈二重]

A丁WORK
R〇十A盤V

ロータリーアットワーク

慮〇十ÅRYA丁WORK
運営方針の一つ ﹁ロータリーを成長さ

せる︒奉仕活動やプロジェクトのイン
パクトを成長させる﹂ のうち︑﹁さま

ざまな例会や奉仕活動の経験ができる

新しいタイプのクラブ運営﹂を具現化
した事業だと考えます︒

青少年奉仕の立場からは健全育成︑
社会奉仕の立場からは今までに地域に
なかった大会を︑との思いで実施しま
した︒そして︑対外試合がしたいとい

う一一-ズと︑大会の開催を希望する

で募集し︑対戦相手を決める抽選会を

はSNS (会員制交流サイト) など

実現した大会です︒また︑参加チーム

ことでしょう︒当地は﹁せともの﹂

なぜ瀬戸で了

プログラミング講座を開いています︒

ピューターグラフィックス

二IズとをロータリIがつなぐことで

ネット配信するなど工夫を重ねまし

町として1000年以上の歴史があ

の

た︒優勝カップや盾︑メダルには全て

り︑陶磁器産業で昭和期の瀬戸を支え

(CG)

ロータリーのロゴを刻印しました︒計

たのはノベルティ人形(陶磁器製の人
の製造であり︑その職人たちでし

の

と疑問を持つ人もいる

189人の選手をはじめ︑保護者など

形)

た︒デッサン︑造形を基礎として︑粘

6与0人を超える人々が集い︑ロータ

リーにとっては最高のイメージアップ

G﹁ap吉s>害﹁早を創設︒‖月1

6日

者を対象に﹁R○{aくくOu手nO∃pu-e﹁

らおうと︑プログラミング詣座参加

て︑また︑さらに制作意欲を高めても

事業として︑その作品発表の場とし

クラブは今年度︑創立00周年記念

のだそうです︒

欠かせないCGの制作過程そのものな

上げていく工程は︑現代の映像産業に

土を張り付けて原型を造り︑作品を仕
(服部融亮・記)

につながったと思っています︒

こどもたちの夢を
未来につなぐ
瀬戸ロータリークラブ
第2760地区・愛知県

瀬戸市は市内在住・在学の高校生︑

専門学校生︑大学生を対象に︑コン

には﹁こどもたちの夢を未来につなぐ﹂

と越して表彰式を開くと同時に︑話演
会などを実施しました︒

持別ゲストには︑﹁巨人の星﹂ の星

飛雄鳥役︑﹁機動戦士ガンダム﹂ のア

の安室徹役で有名な声優・古谷徹

ムロ・レイ役︑近年では﹁名探偵コナ
ン﹂

氏を招き︑パネルトークをしていただ
きました︒

当日は一般観覧者を含め来場者

300人以上がCGの世界に触れ︑学

高さに目を見張ることになりました︒

生徒を対象に︑地域の伝統や文化︑自

毎年︑佐野市内の特別支援学級の児童

生生徒たちの作品の完成度︑技術力の

また︑地域への奉仕活動としての企画

然に親しんでもらおうと︑﹁秋の自然

47回を迎えたこの会は︑当初は生徒

でしたが︑口Iタリークラブが行政や

果ともなりました︒今後も継続事業と

と教員合わせて00人ほどの参加者でし

に親しむ会﹂を開催しています︒

してCGプログラマIの育成支援を通

たが︑回を重ねるごとに参加者も増加︒

企業︑学校︑学生生徒を﹁つなぐ﹂結

じ︑世界に﹁CONNEC丁﹂してい

ブ

(IAC)

と青藍泰斗高校IACの

大学高校さくらインターアクトクラ

に分けて各クラブで分担し︑佐野日本

超える規模になったため︑日程を与つ

童生徒300人︑引率教諭10〇人を

参加者も市内2与の小中学校に通う児

紙すき体験を行っています︒

り︑ここ数年は地元の飛駒和紙会館で

い︑ハイキングを行うなど多岐にわた

内容もブドウ狩り︑リンゴ狩りや栗拾

東RC︑田沼RCの3クラブも加わり︑

84年からは地区内の葛生RC︑佐野

紙すぎに挑戦する子どもたち

きます︒

(刑部祐介・記)

地元の特別支援学級児に
紙すき体験を

葛生ロータリークラブ

佐野ロータリークラブ

佐野束ロータリークラブ

田沼ロータリークラブ

第2与与0地区・栃木県

佐野RCの発案で︑1973年から

〈二言匠]うう

ロータリーの友

3月号

令和2年

表彰式に合わせ、パネルトークも実施

ロータリーアットワーク

にある公園の清掃活動を計画しまし
た︒ところが︑管理者の同市に意向を

つ塗り方も上達︒きれいになっていく

たが︑作業を進めていくうちに少しず

ど持ったことがない初心者ばかりでし

10月14日︑参加した全会員がはけな

更しました︒

国内の木製ベンチの塗装へと計画を変

ごみはほとんどないとのこと︒急きょ

伝えたところ︑利用者のモラルが良く︑

公園内のベンチを全て塗装

学生)

と当地区の米山奨学生︑地元の

大学の留学生︑ロータリアンとその家

族との交流を目的に企画したものだ︒

けで塗る人と役割を設けてどんどん
無事全てのベンチが見違えるほどきれ

0サッカー大会

きて︑喜びでテンションが上がる︒土

きく育ち︑掘るたびに大きな芋が出て

与月に植えたサツマイモは半年で大

I﹁ Oサッカー大会﹂を開催︒青少年の

補助金を活用し﹁第1回飯能RU

U)創立5与周年記念事業として︑地区

‖月9日︑飯能ロータリークラブ(R

U-1

第1回飯能RU

飯能ロータリークーフブ

まみれになって大量に収穫した後はみ

健全育成を目的に︑クラブ独自の事業

参加チームを募集したところ︑市

風も心地よい秋晴れの下︑広い畑の

今大会は︑鈴木秀憲ガバナーの地区

NO.3
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塗っていきました︒2日間をかけて︑

交流を重ねることで育った環境や文化

んなで調理︒焼き芋をはじめ︑豚汁︑

として︑飯能市や市教育委員会などの

第2与70地区・埼玉県

おにぎり︑生春巻き︑サラダとデザー

後援を得て実施に至りました︒

ぎりはいろいろな形に︒確かに︑必ず

内外から博チームの申し込みがあり︑

U

ト︒子どもや留学生が初めて作るおに

げてほしいという思いがあった︒

の通いを知り︑自分の中の世界観を広

いになりました︒

公園で走り回る子どもたちが︑これ
からもすくすく元気に成長し︑それを

見守る公園が︑これからも和みの場所

(前川原亨・記)

であってほしいと思いました︒

芋掘りを終えて
大分198与口-タリークラブ

しも三角や俵形にする必要はなく︑丸

異なる地域の同年代の子どもたちが︑

第2720地区・大分県

形やひし形︑ダイヤモンド形⁝⁝と︑

サツカIを通じて交流する機会を設け

当クラブは少人数ながら︑体を使い︑

コツコツと長く続けられる青少年奉仕

発想力が形となって現れた︒

3日に地区補助金を活用して芋掘りを

ど真ん中で自分たちが掘った芋を使っ

添ってくれる人を見極める︒﹁国際交

ることができました︒

活動に力を入れている︒今年度も‖月

行った︒児童福祉施設の子どもたち(小

て作ったおいしいご飯は︑みんなを笑

顔にさせた︒別れ際︑子ども2人が留

学生に抱きついて泣きだした︒国籍の

流ってこうあるべきだ﹂と︑大人の自

壁を超え︑子どもは索直な心で寄り

れ︑作業を終了しました︒しかし︑半

と思う︒

(橋本亜紀子・詰)

奉仕活動に細く長く携わっていきたい

瞬間でもあった︒これからもこうした

チャレンジしてみて良かったと思える

分たちが学んだ瞬間だった︒それは

分以上のベンチの塗装を残す結果に︒
すると︑﹁せっかくだから全部塗ろう﹂

との言葉が会員から出ました︒

日を改め︑‖月4日に︑初心者塗装
クラブの活動再開です︒前回とは違っ

て手慣れた様子で︑大きな面をロー
ラーで塗る人︑細かな部分は小さなは

白熱した試合が続いた大会

ベンチを見て︑楽しく︑充実感も得ら

芋掘りを楽しむ参加者たち

2020

ロータリーの友

与4〈二重]
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A丁WORK
ロー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︒関連写裏が
あれば託付してください︒

キャラクタIの﹁ひこにゃん﹂︑富士
山や桜の花にベトナムのハロン湾やハ
スの花を描いた子も︒完成後にお披露

続いて‖月25日︑本庄秀樹会長を団

目し︑実際に遊んでもらいました︒

委員会と国際奉仕委員会の合同で︑日

長とする6人でベトナム・ソクチャン

180人の児童に迎えられ︑ダンスや

本 と ベ ト ナ ム の子どもたちの交流事業
まずは︑9月下旬に地元の彦根市域

歌の歓迎を受け︑彦根市長からのメッ

省の小学校を訪れました︒校長先生や

束 小 学 校 の 与 年生の授業でベトナム講

カロムの遊び方を説明し︑実際に楽

セージや手土産とともに持参した力ロ

トナム出身の米山奨学生グ工ン・クォ

しんでもらいました︒同時にスカイプ

座を実施︒滋賀大学に通うベトナム人

ク・パオさんも参加し︑ベトナムの遊

(インターネット電話) で彦根市域東

ムを手渡しました︒

び﹁ダーカウ﹂と﹁バンブータンス﹂

小学校の児童とつなぎ︑さまざまな質

後日︑講座を 受 け た 児 童 に ︑ 彦 根 に

員はサイン攻めに合うという︑うれし

トナムの児童からの歓迎は盛大で︑会

問を交換しっつ交流を深めました︒ベ

残 る ボ ー ド ゲ ーム﹁カロム﹂に︑絵を

い交流となりました︒

ました︒

などを︑子どもたちに体験してもらい

留学生2人と当クラブがお世話するベ

を行いました︒

当クラブは今 年 度 ︑ ク ラ ブ 社 会 奉 仕

第26与0地区・滋賀県

彦根ロータリークラブ

未来への懸 け 揺
カロムでつなぐ日越交流

古め丁ÅR、Y文弼
描いてもらいま し た ︒ 彦 根 城 や ご 当 地

今回は会員と留学生︑両国の小学生

の相互理解を深めるよい機会になりま

した︒大手新聞各社︑テレビニュース

でも取り上げられ︑大きな反響があり

ました︒まさしく﹁カロム交流︑海越
えて﹂となりました︒

(上田勝之・記)

フィリピンの小学校に
清潔な水環境を

大束ロータリークラブ

第2660地区・大阪府

国連で採択された持続可能な開発目

が節約され︑安定した飲料水の供給が

ンプの設置により︑水洗トイレとして

トイレに関しては︑貯水タンクとポ

可能となりました︒

清潔な衛生環境が整い︑汚物からの感

標(SDGS) の一助となるべく︑当

日本青年会議所と連携し︑
(公社)

と

クラブはNPO法人の国境なき奉仕団

染症予防に大きな効果をもたらすこと

になると思います︒

フィリピン・マ一一ラ市のピネタ小学校

WA丁ER﹂プ

贈呈式は‖月14日に小学校で開か

by

ロジェクトを実施︒﹁安全で清潔な飲

れ︑クラブから中野秀一会員と中野隆

で﹁SM-﹂E

料水の持続的確保﹂と﹁感染症予防の

二会員が代表として参加しました︒

子どもたちの出迎えを受ける会員たち

当クラブでは今年度︑少しでも地域

第2830地区・青森県

むつ中央ロータリークラブ

ベンチ塗装はお手のもの
急きょ変更した奉仕活動

(空門満也・記)

ための清潔な水洗トイレのインフラ整
備﹂に向けた事業を行いました︒

ピネタ小学校には約1600人の児

童が通っていますが︑6階建ての校舎

全フロアには飲料水が供給きれていま

せんでした︒今回は地下水をくみ上げ

るポンプ︑貯水タンクと浄水設備を設

対象にしました︒これにより︑小学校

に貢献したいとの思いから︑むつ市内

置︑さらに給水用の蛇口の取り付けを

が飲料用に定期購入していた水の費用

〈二重]与与
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カロムを楽しむベトナムの児童たち

ロータリーアットワーク

20年間の懸け橋

ネグロス畠を訪ねて
(小矢部中RC)

フィリピン・ネグロス島の貧しくて
学校に適えない子どものため︑里親

として1999年から与人︑さら
に2○○9年から与人の就学を各
10年間支援した︒また11年から

は毎年︑小矢部市内の小学生から
集めた中古の靴を贈っており︑今回
は寄贈先の一つ︑メグミ学園を訪問︒

さと﹂の演奏に会員は心を打たれた︒

元気な笑顔に触れ︑児童が一生懸
命練習したよさこい踊りや﹁ふる

1日

第26﹁0地区

富

まるで宝くじに当たったように靴
を喜んでくれるそうで︑この事業
(‖月1

の継続を約束︒
山県)

(木更津東RC/塞唇同校IAC)

桜の苗木を縮樹
木更津市の太田山公園は緑豊かで桜
のきれいな公園として市民に親しま
れているが︑近年桜が老木になった
感があった︒そこで︑地区補助金事
業として︑カワヅサクラの苗木与本
を寄贈し︑インターアクタIと共に
植樹︒地元の新聞社の取材を受けた︒
植樹した苗木はたくさんの花芽を蓄
えており︑開花後に市民が大いに楽
しんでくれることを願った︒
(1 1月韓日 第2790地区
千葉
県)

(京都西北RC)

日本の食文化を知る
与回目の﹁わたしたち日本の食
文化を知る﹂を天龍寺友雲庵で
一般公開で︑開催した︒﹁和食
文化の原点は水﹂をサブテーマ
とし︑京料理なかむら6代目の
中村元計氏が講演し︑小川漱生

天龍寺宗務総長が雪読図を解
説︒その後は精進斜理を食べな
がら秋の嵐山を楽しんだ︒多く
の一般市民にも好評で︑大切な

3日

第26与0地区

食について考えるよい機会と
(‖月1

なった︒
京都府)

(牛久RC)

うしくWa・-ワイまつりで

募金活動

うしくWa・Iワイまつり﹂

牛久市で毎年開催されている﹁第

29囲

1月3日

第2820地区

茨

で︑ポリオ根絶活動のPRに加え
て︑風疹の予防や薬物乱用防止を
図るための募金活動を行った︒会
場内にブースを設け︑ボスタIや
のぼり旗を準備し︑ポリオ根絶
活動の説明とともに︑風疹予防
についての解説および薬物乱用
防止のチラシを配布︒3万人を
超える来場者でにぎわう会場で︑
6万4000円の募金協力を得

(1

た︒

城県)

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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禎災地を忘れない︒
今年も復興支援
(寄居RC)

ンマをこんがり焼いて町民に提

埼玉県寄居町の﹁ふるさとの祭典
市﹂に参加し︑宮城県・女川のサ

供︒さらに女川への復興支援の募
金活動も行った︒寄居は昨年︑町
のシンボルである県立の川の博物
館をはじめ台風による浸水被害に
遭い︑被災の大変さを実感︒その
ため︑サンマを焼くことにも一層
気合が入った︒
(1 1月的日 第2与70地区
埼
玉県)

国際交流クッキング

見せた︒
1月5日

(富士RC)

第2620地区

静岡

地元の日本語学校の留学生自大を招
いて日本食の料理教室を開催︒会員
企業のクッキングルームで︑スタッ
フの指導のもと︑かつお節と昆布か
らたしを取り︑みそ汁を作った︒ざ
らに慣れない手つきでおにぎり作り
にも挑戦︒お待ちかねの試食会は大
盛り上がり︒インドネシア出身のダ
ニエルさんは﹁将来は自分の国で和
食料理店を開きたい﹂と意気込みを
(1
県)

(福岡東南RU/福岡東南RAC)

マラソン運営ボランティ
アに参加
地域に根差した奉仕活動をしよ
うと︑市民参加型の福岡マラソ
ンのボランティアに毎年参加し
ている︒今回もコース設営︑ま
た誘導係としてランナIの邪魔
にならないよう歩行者を安全に

横断させるという役割を担っ

(1

1月1

0日

第2700地区

た︒福岡東南RACの若者と一
緒にランナーに向け溝いっぱい
の声援を送り︑多くの市民とも
触れ合う活動となった︒
福岡県)

﹁歌・籍・奏﹂発表会を開催

(河内長野東RC)

ブ創立う5周年記念事業﹁第14回﹃歌・

子育て支援事業の一環として︑クラ

奏などのパフォーマンス他︑台風1

9

踊・奏﹄発表会﹂を河内長野市のラ
ブリーホールで開催した︒市内保育
園や幼稚園︑認定こども園など5つ
の園の園児による体操演技や太鼓演

号による災害支援チャリティIとし
て地元の高校的校の生徒による音楽
が披露きれた︒
(同月1 6自 発2640地区
大阪

府)

〈三田与7
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(横浜港南RC・横浜港南台RC)

ボルダリング
体験イベントを開催

区制与0周年ボルダリング体験会

プロのフリークライマーの大場
美和さんをゲストに迎え︑港南
を共催した︒スポーツクライミ

ングは2020年東京オリン
ピックで公式追加種目に採用さ
れており︑ボルダリングはその
種目の一つ︒当日は1000人
を超える港南区民が競技に挑戦
していた︒
(‖月2日 算2与90地区
神奈川県)

アジ釣りに挑戦(成田RC)

ら十数人が参加した︒日雷同の釣

クラブの釣り同好会で︑アジ釣
り大会を企画︒浦安市猪突(ね
こざね) の沿岸から飴で約1時
間の川崎沖にて会貝とその家族

第2790地区

り日和で︑全員満足の釣果︒そ
れぞれ自宅に持ち帰った魚は︑
刺し身︑天ぷら︑塩焼きにし︑
家族で食事を楽しんだ︒釣り同
好会は年に3回ほど︑東京湾周
辺にて季節ごとの釣りを楽しん
(1 1月9日

でいる︒
千葉県)

﹁たのしい露旗の風景﹂
(大和RC)

絵画コンクールを開催
﹁第1回やまと児童絵画コン

クール2019﹂の展示会と

表彰式を大和市内のギャラ

リーで開催︒家族と楽しく話
しながら︑夏休みの思い出の
一場面を描いてもらおうと︑
﹁たのしい家族の風景﹂をテー

マに市内の小学校に応募を呼
び掛けたところ︑300点以
上の作品が集まった︒展示会
には600人以上が来場し︑

(‖月1

7日

第2780地区

表彰式では︑テーマである楽
しい家族の記念写真を撮影す
る姿が見られた︒
神奈川県)

座禅例会で自分と
向き合う
(熊谷東RC)

斉藤勝治会員が住職を務める東
光寺で座禅例会を開催した︒ま
ずは座布(座布団)への入り方︑

座り方といった作法を学んで︑

で肩を打つ音が響く︒

座禅開始︒耳に入る音や呼吸に
意識を集中することで精神を統
一︒静寂の中︑時折警策(ぎょ

うざく)

(1

1月1

3日

第2与70地区

会員の住職からは﹁座禅により
清らかな仏の姿と自分の中の仏
を発見し︑自己の本質そのもの
を探ることができる﹂との話が
あった︒この例会は年1回実施
している︒

埼玉県)
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中学生が最新1丁に触れて
地域の未来を考えた

第26与0地区

福井県

福井北ロータリークラブ

2012年から毎年︑クラブが中心となり︑福井市教育委員

会と協力して﹁中学生サミット﹂を実施しています︒学校相互

の交流促進と︑地域に対する理解を深めてもらうことが目的︒

毎回テーマを設定して︑議論します︒

今回は地区補助金を活用して︑12月24日に﹁自分たちが割り

出したい福井の未来﹂をテーマとして開催︒市内27校と永平寺

②プログラミング体験

町の3校から計与8人の生徒が集まりました︒内容は︑①各校の

特色や生徒会活動の発表と情報交換

③N丁丁経営企画部門の抵当者か

(﹂巨D点滅︑距離・明るさセンサーなどの制御)︒学んだこと

を基にアイデア考察と発表

を使った観光案内︑自動運転を使った観光地巡り︑高速大

議論には会貝も参加︒活発な意見交換が行われ︑人工知能(A

ら5Gなどの次世代通信技術について解説を聞く︑など︒

I)

リウムでの仮想現実

(VR)

を使った疑似体験など︑ユニ-ク

容量通信技術を駆使した地図配信やライブ中継︑地元プラネタ

なアイデアが多く出ました︒

参加した生徒の8割はプログラミング未経験で︑最新の通信

技術に関しても初めて触れたようで︑普段の学校生活では経験

できないような機会を提供でき︑良かったのではないかと考え

ています︒開催後のアンケートには﹁新鮮で貴重な体験ができ︑

自分の考えを深めることができた﹂といった感想が多くありま
した︒

クラブとしては今後も若い人たちに先進的かつ有益な機会を

(澤田佳夫・記)

提供し︑会員の経験や考えも伝えながら︑青少年育成と地域の

発展に寄与していきたいと考えています︒

〈団与9
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3月号

令和2年

湧き水に上下する砂水澄めり
兵庫・神戸西

思目し裁板の列に迫ひ若く子
大阪うつぼ

村野

費藤

太田

中村

野口

利昭

隆二

薫

義次

栄一

希書

減徹

道夫

泰司

明良

寺島きしを

細井善次郎

阿部

三ツ堀哲宗

相同

鳥居

升田

田伏

おがくずの動きだしたるずわいがに
米田眞理子
大阪・堺フェニックス

奈良

読初を未だ読み終へず年終る

夫婦して守る北限蜜柑山
宮山南

枯葉ちる宵無さ晋を一人聞く
愛知・新城

三重・伊勢波会

寒風に抗ふこころ兎の眼

円店めく一族の基山眠る
神奈川・横浜北

信助や馬に教はる花一輪
埼玉・川口中央

埼玉・川口中央

軒下の源き陽当りのつるし柿

たまにはと別な径ゆく小春かな
北海道・登別

柏蝿榔速に迷うてゐたるらし

埼玉・蕨

埼五・日高

山崩れ河漁るるも紅葉瞞

山梨・甲府西

医の道は果てること無し去年今年

投稿規定◇雑諒◇クラブ会貝︑宗族◇一か月に葉書一人
一枚に三句まで◇締切日 二〇日必着◇葉書ウラにもクラ
ブ名・氏名︑電話明記◇楷書で明確に ◇﹃友﹄俳壇係宛

森山

新井

中澤

喋も落ちて 忘れ去られた∴伽の実に
烏も止まらず ただ冬を待つ
山形・河北 村田

運動会園児の太鼓のフィナーレの
拍手の中に汗する笑顔
長野・佐久コスモス

蹴鰭欝露盤のせ
群馬・館林

悪腐らの酒盛りのような書立てて
MRIはぐるぐる回る
埼玉・熊谷徳原

新

井上

うぶすなのわが案に書斎と庭ありて
老人ホームの案内を揺つ

東京

東京荒川

肱川の川面を照らす樟火に
鮎過ふ鵜等の鴨輝く

構三

適保

進

光彰

久子

欣樹

浦一

武彦

敏子

守旧眞作手

池田

鵜飼

﹁運命﹂ のシンバル奏者つつしみて
フォルテのタクト一拍をまつ
俣勝

神奈川・相模原

京都東山

岐阜加納

友の呉れしごろりと大きな百円椰
皮むき下して正月を待つ

両線に並ぶ惑星冬を射る
十島.二日月食星木星

奈良

首里城の炎せつなし芭蕉宿を
宮古上布を愛する吾は

子春

伊東∴浩子

平峯

たわわなる柿も夏蜜柑ももがれずに
冬日浴びをり地に帰るのみ
香川・高松

飛び石の先にあなたがいたの

秋の日に難の小道歩いたら
長崎出島

投稿規定◇雑談◇クラブ会見︑宗族◇一か月に葉書一人
〇一〇日必着◇葉書ウラにもク
一枚に三首まで◇締切日
ラブ名・氏名︑電話明記 ◇緒書で明確に ◇﹃友﹄歌壇係宛

新潟

くすぐってやろか遭影のすまし朗

ダイエット始めてみよう明[から

佐賀・鹿島

無能薬庭のレモンをおすそわけ

埼玉・所沢西

東京日本橋東

大笑い言われた通りやる大

山梨・甲府北

一周忌次は誰かと顔を見る

京都・宇治鳳凰

正碓な時刻知りたくテレビつけ

小林

高松

憎

茂信

弘子

律子

井口

幹大

大原

上桶

清水美菓子

こころにはこころで返すシクラメン
鴨谷瑠美子

昇

佐腺

吉田

山木

青柳

古田

菊池

良一

隆男

幹夫

紀

聖二

文彬

甲斐総治郎

大平

長谷川孝華子

大阪西

折り込みの殺し文句は若返り

大阪大淀

香川・高松

この隼で椛力主義という地獄

福岡イブニング

旅に帥る田舎の期待背負いつつ

万歩計方歩になった導かない

福岡イブニング

茶柱の二本は飲めず嬉しくて

大分・中津

神奈川東

雪貰色顧振ることば面白い

神奈川東

夫音痴これだけ外れりやかくし芸

神祭川東

忘れたい人の声ほど耳凝り

槍塙の〆切り迫りボケ防止

新潟・吉田

投稿規定◇雑誌◇クラブ会貝︑宗族◇一か月に葉書一人
一枚に三句まで◇締切日 二〇日必着◇葉書ウラにもクラ
ブ名"氏名︑電話明記◇楷書で明確に ◇﹃友﹄柳増係苑
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長谷川

血飛沫を上げる首里城末の秋
鹿児島西

英男

横国

長柄

昨年十月に炎上した首里城︒沖縄だけでなく日

中村
萬文

という言葉を選び出した︒嘲笑(ビーフこく) の句

本中が心を傷めた︒その痛みが血飛沫(ちしぶき)
になった︒

ラグビーの 球 よ り 散 る や 泥 し ぶ き
埼玉・川口中央

ラグビー場は緑の芝︒しかし一シーズンのうち

大阪北

三宅

侃

に芝生は剥がれ︑雨や雪が降れば泥しぶきが飛 ぶ ︒
ボールに焦点を合わせた︒

乗組や女は女親蒸す

一句が成り 立 た な い ︒

石井

弘子

女を観察する女︒観察という言葉に女心が表れ
ている︒原句は﹁女も﹂だが﹁女は﹂でなければ

愛知・名古屋錦

音 も な く 落ちて定まる桐一葉

田中

高嶽

舞 い 落 ち てきて地上に乗る桐の粟︒その過 程 を
正 確 に 捉 え ようとしている一句︒﹁音もなく ﹂ で
大きな句になった︒

玄関へ吹かれて大き朴落葉
佐賀・伊万里西

﹁大き﹂だが︑朴の薬なら﹁大き﹂ である︒

朝︑玄関を出ると一枚の朴の薬︒その驚きの句
である︒どこかに朴の木があるのだろう︒原句は

太田

喘康

馬場あき子国

畿熊羅琵幾らねど
長崎・松浦

たしかに︑老人になるとはどういうことなのだ
ろう︒元気は変わらず︑音声も変わらず︑ただ︑
脚力や︑仕事の速度や︑酒量や︑体力︑食欲︑ど
こかが折々に以前とはちかうと自覚させる︒まだ︑
誰にもその差異は気づかれていない︒﹁お元気で
すねェ﹂ とむしろ言われる︒しかし︑自分だけが

知っているこの体調の衰えは︑知られて労(いた
わ)られるより少しさびしいものだ︒しみじみと
読める下旬である︒

高見篤志郎

﹁帰ります﹂と伝言板に書けなくで
二時間待ちしも今ははるけし
大阪天王寺

スマホがなかった時代︑駅には伝言板があった︒
白墨(ばくばく) で互いに知る呼び名で︑短く言
伝てをかき残した︒しかし立ち去るときは未練が
あって︑決然とは立ち去れない︒大方が友人や恋
びとへの不本意な伝言なのだ︒作者はそんな若き
日︑二時間も立って待っていたのだ︒青春だなあ
と詠嘆(えいだん)される︒はるかな時間的距離
その一一時間が今はすぼらしい︒

成田

緊穂

が︑かつて存在した思いをよみがえらせてくれる︒

秋田・能代

着ぶくれて冬の通ゆく例会へ
今日の出会いにぬくもり求め

唯修

てじま晩秋閲

職和平成みんな過去です皆堅陣
大阪・堺清陵 物種

壇

群馬・伊勢崎

タレントの様でも困る代読者

埼玉・熊谷請願

休場でお相撲さんの寿命伸び

いけないと思います︒

人

青森北東

茂木

遠間

克美

光彰

善弘

大相撲初場所開催中(了日日)現在︑8人いる
三役力士のうち︑勝ち星先行は2人のみです︒し
かも横綱は二人とも休場中︒なんとしても寂しい
場所です︒専門家のご意見は︑稽古不足が要因の
一つとか︒考えさせられますね︒

森田

代読を続けていくうち︑徐々に気分が乗ってき
て︑プロのナレーターのごとき進行になってしま
う入っておられますよね︒正瞳でいいと思うこと
もありますが︑やはり持ち場を越えてしまっては

地

ます︒大事にみんな整理します︒心の底に︑ぐっ
としまっておきたい時の流れですね︒

過ぎてしまえば︑長く感じていた昭和・平成の
世も短く感じる昨今です︒また懐かしい過去が輝
いております︒それを胸の中に大切にしまい込み

天

￣襲

かみしめて出た運勢糊帰途に捨て
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阜O丁A々y

卓話の泉○†胴乱巨$野巨富制

栄養のお話
東京慧籠醐大難鶉赤右
足典

誰の手も借りずに健康で生き ら れ る 期 間

森本

芳宣

0冊︑年間100冊くらいは本を

和歌山北RU

死ぬほど読書

私は月に1

負のスパイラルを陽ぐのにお薦めは肉豆

身をもって教えてくれます

・読みながら考えないと身につかない

本で読んだちょっとした言葉が心に残り︑

何か行動するときに思い出すという︒例えば︑

劉備が語った言葉﹁悪︑小なるを以て之を為

善︑小なるを以て之を為さざるな

和歌山県)

NO.3

VO」.68

また︑食物繊維(特に水溶性)が大事です︒

そこでお薦めなのが大麦です︒大麦に多く

含まれな杭タルカンは︑正常な腸の機能維
持や排便促進効果︑食後の血糖値上昇の抑
制︑コレステロール値の低下︑心疾患のリ

読むのですが︑本書に書かれている内容で印

を防ぐことです︒風邪をひいたりして食欲

腐︒動物性タンパク質も植物性タンパク質

スク低減などの効果があります︒

が落ちると︑免疫機能が低下します︒する

も含まれます︒動物性と植物性は1対1が

(健康寿命)を延ばすには︑まず寝たぎり

と︑また風邪をひき︑筋肉量が落ちて転倒・

理想です︒肉豆腐に炊き込みご飯や︑卵や

・仕事の姿勢を読書がただす

・本は人間力を磨くための栄養です

を知る︒読書はそのことを︑

骨折して寝たきりに︒これが低栄養の負の

野菜料理を添えると栄養バランスが良くな

・﹁無知の知﹂

スパイラルです︒痩せ過ぎず︑筋肉量を維

ります︒鍋料理も︑異材を変えることでさ

象に残っている箇所を紹介します︒

持し︑骨相しょう症を予防するために必要

まざまな栄養が取れます︒外食が多い人は

酢を持ち歩き︑一日当たり大さじ1˜2杯

な栄養を取ることが大事です︒
しかし︑いくら栄養を取っても吸収でき

(第2640地区

320字以内(︑対象は入手可能な市販書籍(絶版・自認出版︑応

●人生を変えた本︑思い入れのある本︑最近感動した本を紹介へ/

と思いました︒

ロータリー活動にもつながるものがあるか

仕事をする上での大きな指針になっている︒

かれ (どんな小さな悪でも︑それはしてはい

を食事にかけるのがお勧め︒血糖値上昇を

すなかれ

ないと意味がありません︒体に必要な栄養

が︑00代になると的25%に落ちます︒特に

けないし︑どんな小さな書であっても︑それ

保つには︑腸内細菌を碓保することです︒

野菜からの吸収率がよくないため︑ビタミ

抑え︑血圧を下げるなどの働きがあります︒

腸内細菌には善玉菌と悪玉菌︑日和見菌が

ンDや酢と一緒に取るといいでしょう︒コ

素は主に小腸で吸収され︑大腸で不要なも

あります︒善玉菌は悪玉菌の増殖を抑え︑

ンビニ弁当などは︑枝豆を加えると栄養バ

を実行する勇気を持ちなさい)﹂は︑著者が

腸のせん動運動を促します︒悪玉菌は発が

ランスが良くなります︒フライパンで蒸し

カルシウム吸収率は10代で約40%です

ん性物質を作りますが︑免疫力の向上やビ

焼きにした枝豆は︑ビタミンCが拐失せず︑

のを排出していきます︒腸を健康な状態に

タミンの合成など有益な働きもしていま

味も良くなります︒ピーマンのワタは捨て

(第2580地区・東京都・東京神田RCにで)

べると栄養が無駄になりません︒

ず︑ゴボウも皮むきやあく抜きをせずに食

す︒日和見菌は優勢な方につくため︑善玉

蘭を悪玉菌より多くすればいいのです︒
善玉菌を増やすには︑納豆やキムチ︑み

そなど発酵食品を食べるといいでしょう︒

募者と直接関係する書籍は除く)-表紙は編集部で用意します︒

7年7月刊

201

著

丹羽幸一郎
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幻各会(幻を含新書)

セラピードッグ

書「卓話の泉」は、クラブ

中から、客観的内容の話題、
ミニ知識となるものを主に選

添うことで記憶を取り戻したり︑動かな
かった手足が動くようになるケースもあり
ます︒全国の高齢者施設や病院︑がんのター

ミナルケアをするホスピス︑刑務所や被災
地などで幅広く活動しています︒

セラピードッグになる犬の多くは捨て犬
です︒全国の動物愛護センターや保健所で

税の

曲

闇

世界地図を読み直す

協力と均衡の地政学

久留米中央RC

国際貢献で日本の立つ位置がよく分かる

CA(国際協力機構)の途上国への衛生・教

本︒著者は世界情勢が複雑さを増す中︑JI

育・医療などの支援活動の現状から︑これか

は︑多くの捨て犬や捨て猫︑そして東日
本大震災の被災犬が殺処分されています

らの方向性を分かりやすく述べている︒

など︑世界への日本のアピール不足を指摘︒

衛隊のPKO (国連平和維持活動)早期撤収

支援国会議などでの政府要人の不参加︑自

(2018年の殺処分数は約4万匹) が︑

殺処分の対象となった犬たちを保護し︑健
康を回復させてセラピードッグに育成する

ODA (政府開発援助) ばかつて世界一だっ

たが︑1

のです︒このことから︑セラピードッグの

普及は犬の殺処分をなくすことにもつなが

光る支援こそ︑今後の日本の進む道だと説く︒

協力と増徴の地政学

世界地図を
読み直す

北田仲-

快い一冊であった︒

(第2了00地区

福岡県)

人々への優しいまなざしとヒューマニズムが

世界的ネットワークに敬意を表し︑途上国の

を含んでいる︒著者の長年の活動で築かれた

絶にも触れ︑私たちの国際奉仕に多くの示唆

J量CAの新しい取り組みとしてポリオ根

6年連続で減少している中︑キラリと

ります︒
保護した犬は︑約2年半かけ︑45を超え

る教育過程をマスターし︑各施設での実習

を十分に重ね︑セラピードッグとして認定
されます︒犬種や年齢は問いません︒体に

障害があっても活躍する犬もいます︒日本

アスリートの心のケアにあたる予定です︒

今年のオリンピックではセラピードッグが

病を持つ人のためだけではありません︒

母犬で︑後ろ脚に障害がありました︒

犬5匹と共にごみ捨て場に捨てられていた

害者補助犬法が制定され︑日本でも人をサ

ます︒この動物介在療法は︑高齢者に多い

害のある人の体と精神の機能回復を補助し

んや精神疾患の治療を必要とする患者︑障

セラピードッグは︑高齢者をはじめ︑が

初の認定セラピードッグ名犬チロリは︑子

んで要約、掲載しています)

ポートする犬が知られるようになりました︒

はありませんでした︒2002年に身体障

犬が(人への) セラピーに役立つという認識

のセラピードッグを連れて来た時︑日本で

歴史があります35年揃アメリカから1匹

セラピードッグはアメリカで00年以上の

セラ略臆ツ鋳鶉大木トオル

の会報、週報に掲載の卓話の

認知症の改善にも寄与します ︒ セ ラ ピ ー

(第2620地区・静岡県・パワー浜松RCにで)

著

北岡伸一

盃回
ドッグが患者と向き合い︑リハビリに寄り

衷
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う月号

令和2年

正
高

新潮社(新潮選書)

も陪臣圧C闘
甘熱感阻匿

2019年与月刊

会に奉仕する心をさらに大きくしたのではない

亡くされた悲しみが︑若者たちへの支援︑社
ンコール・ワットで有名な観光都市シエムリ

青年︑内田隆太君に出会いました︒内田君はア

岡県三島市の各ロータリークラブに手紙を書き

ありません︒そこで︑内田君の出身地である静

談を受けましたが︑一人の力ではどうしようも

のような素晴らしい活動を行っていることを

アップから00㌔㍍ほど離れたリエンボン村に︑

教師を目指していた内田君は︑大学生の時

知ってもらいたかったからです︒そして︑うれ

か︑ということ︒そして米山翁が浸し︑日本が

よりも﹁日本の生きる通としての ﹃ 平 和 ﹄ を 世

にふらりと訪れたカンボジアで︑電気もなく学

しいことに︑すぐにせせらぎ三島RCから返事

ました︒三島市出身の若者が︑カンボジアでこ

界に理解してもらうには︑一人で も 多 く の 留 学

校施設も不十分で︑勉強ができない村の子ども

が届きました︒

学校を建てた青年です︒

生を受け入れ︑世界平和を願う信 頼 関 係 を 相 互

たちの状況を目の当たりにし︑何とかしたいと

RIに復帰した当時のロータリアンたちは︑何

に築くこと﹂と考えた︑ということでした︒

当時(2017-18年度)の会長・山口辰哉

氏からのメールには︑﹁早速カンボジアへ行っ

考えました︒日本に帰ってチャリティーイベン
トや寄付︑クラウドファンティングなどを行い︑

その米山翁の思いと功績を伝えているのが︑
日本のロータリー独白の国際奨学事業(米山記

て内田君と出会い︑クラブ事業として考える﹂

じるものがありました︒まさに︑ロータリーの

1年で約200万円を集めました︒そしてリエ

その後︑さらに村の人たちの協力で︑トタン

友情です︒その後︑せせらぎ三島RCは︑クラ

念奨学事業) であり︑これは世界に誇れる活動

への強い思いを︑私たちもしっか り と 受 け 継 い

屋根・壁なしの簡単な3教室の建物を造り︑子ど

ブ事業として現地を訪問し︑発電機やミシンを

とありました︒お互いにロータリアンとして通

でいかなければならないと︑強く感じました︒

もたちが学べる場をつくったのです︒また︑就学

寄贈したそうです︒

ンボン村に小学校を建てました︒

例会に出席した全員が︑柴崎氏の卓話に魅

を終えた女性や若いお母さんの自立を促すため

でもあります︒当時のロータリアンたちの平和

了され︑より人間味あふれる米山翁像に触れら

に︑現在はバッグ作りの支援に挑戦しています︒

神奈川県

不動産︹その他︺)

勝晴

私が内田君に出会ったのは︑彼がバッグ作り

人に裁縫の勉強をさせており︑将来は市場など

学の定着です︒そのために今は女性スタッフ3

(第2650地区

滋賀県

海外交流団体)

大きく羽ばたくことを期待しています︒

るとともに︑青少年プログラムを通じて若者が

ています︒これからもこのような若者を応援す

まな可能性への挑戦を動機付けるものだと考え

リーの青少年プログラムは︑若い世代にさまざ

シップを発揮しているといえます︒私はロータ

多くいます︒彼らは本当の意味でのリーダー

ろで︑果敢に活動している若い人が︑世界には

このように︑あまり人に知られていないとこ

事業も計画しています︒

廣業で安定した生活が送れるようにするための

への出店を目指しています︒また︑村の人たちが

支援に取り組んでいる頃でした︒いろいろ海相

彼の目標は︑女性の完全な自立と︑子どもの就

れました︒米山記念奨学事業への理解も︑一層

(第2590地区

深まったのではないでしょうか︒

間

カンボジアで頑張る
青年に出会って
草津伊藤

過去に地区のインターアクト委員長をして
いた時︑夏期研修でアクターを伴 い ︑ カ ン ボ ジ

アの孤児院を訪れていました︒その後︑個人的

ている知り合いの手助けに行っ て い た と こ ろ ︑

に年2回の割合で︑その孤児院や現地で活動し

トンレ・サップ湖を中心に淡水魚の研究をして
いる佐藤智之氏の紹介で︑静岡県 三 島 市 出 身 の

カンボジアで奮闘する内田陸太君

NO.3

VO」.68
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くると私は考えている︒組織の維持発展を支え

る運動論を抜きにして︑ロータリーの明日はな
い︑と言いたいのである︒

﹃米山梅吉ものがたり﹄

著者を迎えて

昨年10月︑米山月間にちなみ︑同7月に発刊

薫

強調するR萱の方針は︑ややもすれば例会軽視

された﹃米山梅吉ものがたり﹄ の著者・柴崎由

続演あざみ小野邁

昨今︑ロータリー運動(この言葉すら聞くこ

とも見なされる恐れがあり︑﹁例会出席こそが

紀氏に卑語を頂く機会を得ました︒本書は米山

00

﹁組織論﹂より
もっと ﹁運動論﹂を

運動論が影を潜めた原因の一つは︑例会と出

とが少なくなった)を語る際の主流は組織運営

ロータリー運動推進の基本中の基本である﹂と

梅吉生誕150周年︑米山梅吉記念館創立的周

席の軽視にあるのではないか︒出席より参加を

論であって︑本来優先すべき運動論の影が薄く

の理念に水を差すものではないか︑との疑念を

年を記念して刊行されたもので︑その著者から

莫大之木精二

なったような気がしてならない︒

抱かざるを得なくなる︒

女性を中心にした会員基盤の強化こそが喫緊の

と︑会員の高齢化による活力の減退で︑若者と

クラブはクラブで︑会員減少による財政の逼迫

て︑組織の維持と統制しか眼中にないようだし︑

と義務を全うし︑運動に貢献することができる

上を図って初めて︑ロータリアンとしての責任

ンが︑例会で心を磨き︑排隊琢成して自己の向

社会に向けて倫理を提唱する私たちロータリア

ロータリーは実践倫理運動であるがゆえに︑

る米山梅吉翁の生涯を忠実にたどり︑その背景

にも表敬訪問されるなどして︑実在の人物であ

動をされています︒シカゴ郊外にあるRI本部

柴崎氏は︑ノンフィクションを専門に執筆活

R量は︑組織の巨大化による必然の綜栗とし

運営課題であると︑判で押したように訴えてい

と私は確信する︒

心を磨き︑倫理性を高める例会になっているか︑

大事なことは︑現在の例会が本当に私たちの

だきっています︒

翁の人間像をよりリアルに︑私たちに伝えてく

を時代に沿って書き記すことにより︑米山梅吉

出席しました︒

直接お話を聞けることに︑胸躍る思いで例会に

る︒

画自体が組織論中心であって︑肝心の運動論が

との反省である︒

そもそも活性化を狙ったロータリーの戦略計

どこかに追いやられているように考えるのは︑

取り囲む環境の変化が︑それへの関心をやむを

てはならぬことは論をまたない︒ロータリーを

なる組織が強固で︑柔軟性に富んだものでなく

ロータリーは運動体であるから︑推進母体と

ら︑クラブの雰囲気は次第に変化し︑やがては

がその真意を理解し︑その気になって努めるな

れた良質の人間集団であるから︑会員一人一人

要は全くない︒ロータリークラブはよりすぐら

るかもしれないが︑だからといって悲観する必

残念ながら︑多くのクラブではギャップがあ

の根底に流れているのは

梅吉翁の生涯を通じ︑そ

柴崎氏によると︑米山

私のようなオイタリアンの僻みであろうか︒

得ず過度に深めさせてしまったからといって︑

倫理運動を推進する一分子としての存在感を発

に最愛の息子さんお2人を

であり︑若い頃

ロータリーの神髄である良質︑かつ上質な原理

揮するようになるだろう︒

﹁家族愛﹂

原則への関心が︑欝なっていいというもの

﹁最近︑ロータリーの話を間いたり話したり

することが少なくなった﹂との愚痴をオイタリ

柴崎由紀吾/銀の鈴社

〈工面6与

ロータi)-の友

う月号

令和2年

930)

1

・

(巾し0467・61

でもあるまい︒

ロータリー運動とは何か︑なぜ私たちはロー

アンだけのものに終わらせないよう︑現状を厳

木造建物販売)

タリアンであるのか︑ロータリアンとして何を

広島県

しく見直したいものである︒
(第2710地区

しようとしているのか︑などの根本を理解して

初めて︑組織論の意義と目的が 明 ら か に な っ て

『米山梅吉ものがたり』

旧
H

る加藤宗兵衛氏にほれ込み︑人 柄 ︑ 人 間 力 ︑ 行

クラブ創立当時の話を伺うと︑初代会長であ

と︑今後の展望についてインタビューしました︒

目に︑これまでのロータリー活動に対する思い

アンとしてのプライドを示していきたい︑と強

のために襟を正し︑上品に振る舞い︑ロータリ

今後も地元伊勢原市をより良い街にしたい︑そ

と言い切りました︒今回のインタビューを通し︑

か?﹂

の質問に︑濱田氏は ﹁プライドである﹂

最後に ﹁あなたにとってロータリーとは何

り前である︒しかし︑少しでも多くの人が︑困っ

生きる意味の捉え方︑その方法も違うのは当た

人間社会には個々それぞれの考え方がある︒

れない︒

ちかいつまでも心豊かに生存できる社会かもし

な﹁自然発生的な助け合い﹂ の社会こそ︑私た

る共生社会だ︒この原始的ではあるが最も大切

(第26了0地区∴香川県

建築)

NO.3

VO」.68

スターであり︑レジェンドです︒この50周年の節

動力︑発信力全てに感銘を受け︑仕事もそっち

猷医師)

神奈川県

学んだ︒

の人生における奉仕活動の中で︑こんなことを

る︑と固く信じるようになった︒私はこれまで

の﹁社会刷りの文化﹂ の進んだ国は必ず発展す

これが人間の ﹁社会削りの文化﹂ であり︑こ

会を創りたいものである︒

い︑悲しんでいる人と共に涙を流せるような社

た人を助け︑苦しんでいる人の痛みを分かち合

く思いました︒(第2了80地区

私が奉仕で学んだこと
Ⅲ

のけで日本全国のみならず欧米諸国を共に奔走
し︑ロータリー活動を見てきたそうです︒50年

だった今もなお︑初代会長への思いを熱く語ら
れていました︒また︑東海大学で行われたクラ

ブ認証状伝達式には1000人を超える関係者
が集まったといいます︒日本の 高 度 成 長 期 の 熱

私はロータリークラブに入会してもう祈年に

幸博

伊勢原RCの現会員数は58人ですが︑平均年

なる︒入会当時は会員的人中︑2番目に若かっ

高松束坂井

齢は57歳と︑高齢化が進んでいます︒会員増強"

だが︑今では古株の一人になった︒当初は先輩

気あふれる︑古き良き時代がし の ば れ ま す ︒

維持は大きな課題の一つと認識して活動してい

しかし入会3年目の時︑阪神・淡路大震災が

の言っていることが理解できずに︑ただ︑言わ

さ︑人柄を求めよ︒誰でも良いわけではない︒

発生した︒この時︑友好地区の第2680地区

が、私の宝物です。

ますが︑澄田氏は00人程度が一クラブとしては

また︑会員数維持のためには会長︑幹事の手腕

(兵庫)のロータリアンたちが︑自らの生活環境

の豊かな自然こそ

れたままに従っていた︒

で︑仲の良いクラブをつくれ︒さらには︑一生

が壊滅状態であるにもかかわらず︑身をていし

域の他の奉仕団体の役員職も務めるようになっ

ツネにつままれてい
るのでは?」と思い
ました。環境が激変
していく中、オアシ
スのように残る多摩

限界数であると認識しており︑﹁新会員には若

懸命になり過ぎないこと︑自分の仕事をしっか

て青少年の指導者育成に尽力している姿を見
と考えさせられた︒

た︒改めて﹁奉仕とは何か?﹂﹁人生とは何か?﹂

り優先すること﹂と語りました︒

伊勢原市のロータリアン人口比率は1000

拳什活動の内容は︑的年だった今も市民に十分

た︒今は ﹁奉仕とはきれいごとでなく︑社会に

時は過ぎ︑5年前に自治会の会長を務めた︒

人に1人と︑他地域に比べて比較的多いようで

浸透していないように思います︒仲間内だけで

必要不可欠な活動﹂と︑実践の中で感じている︒

2年間の輪番制の会長だったが︑以来︑地元地

盛り上がるのでばなく︑地元市民に向けた価値

﹁ゲマインシャフト﹂という言葉がある︒地

長を務めましたが︑ロータリークラブの存在や

のある情報発信︑奉仕活動を通して︑意義のあ

縁︑血縁︑友情で深く結びついた社会︑いわゆ

悦信(東京都・東京多産RC)

石塚

キ

んなところで!

す︒私はまだ入会6年目で︑昨年度は広報委員

る活動を続けていきたい︑と強く思いました︒

遇。「えっ、まさかこ
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クラブがある多摩の
桜ケ丘カントリーク
ラブで子ギツネに遭

が︑日本という国を知るにつれ︑日中の懸け橋

結婚し︑日本に帰化して子どもを育てています

本の大学で学びました︒ご緑があって日本人と

(スポンサークラブ・東京麻布RC) として日

2000年に来日︑08˜10年︑米山奨学生

文化イベントとして意義あるものになったので

で披露︒単なるファッションショーではなく︑

人生の通過儀礼や季節の伝統行事をショー形式

さまざまな時代背景の伝統衣裳を身にまとい︑

きました︒子どもも含め日中総計100人が︑

当日は500人近い来場者に楽しんでいただ

沿ったものとなったのでは︑と思っています︒

ではの活動で︑ロータリーの国際貢献の理念に

が︑さまざまな国の出身者が集う当クラブなら

ラブの会員からも当日︑多くの協力を得ました

さまざまな形で多大な支援を頂きました︒白ク

私の米山カウンセラー・片岡婦美江さん(東

になりたいとの思いを抱くようになりました︒

ラブの一員になりました︒ロータ リ ア ン に な っ

特別代表の関博子さんに出会い︑その後︑同ク

物で着飾った方々を見るにつけ︑私の中で着物

露宴や卒業式といった日本の行事で︑美しい着

このイベントを思いついたのは︑結婚式の披

懸命に果たしていきます︒このような国際友好

ご縁を大切に︑日中の懸け橋という役割を一生

素晴らしいひとときとなりました︒今後もこの

スにも取り上げられるなど︑生涯忘れられない︑

京麻布RC)にも見ていただき︑NHKのニュー

0年︑その間︑日中 の 文 化 に 関 す る

はと思っています︒

てそろそろ1

す︒多くの中国の方に︑その素晴らしさに触れ

に対する憧れが大きく膨らんでいったことで

米山託念奨学事業を通じて東京米山友愛RC

相互理解を深めるため︑自分には何ができるか

なら︑これに勝る喜びはありません︒

武道美容)

イベントを通じて︑両国の距離が一層近くなる

東京都

賞できただけでなく︑人生と着物の関係や︑日

ました︒昨年5月‖日に小田急ホテルセンチュ

伊勢原RCは︑令和元年に創立的周年を迎え

穎

濱田勝輔の言霊

本の伝統文化のしきたりを知ることができて︑

リー相模大野で来賓︑関係者ら160人余の

伊勢原貝原

とてもよかった﹂との声が聞かれました︒日本

方々にお集まりいただき︑盛大無事に記念式典

剛規

ロータリアン歴00年︑

(第2750地は

てほしい︒同時に︑中国の若い世代にも着られ

テルニューオータニで︑クラブ創立的周年特別

る機会が減った漢民族の伝統衣装﹁漠服﹂も︑
いつか着物と同じように︑ここぞという時に着

日中 伝 統 衣 裳 ˜ 伝 承

協力事業として﹁第1同
漠服・きものショー﹂を開催しました︒

る身近な衣装になればいいなと︑友人と話した

ことも重なりました︒そして︑着物も漠服も︑
お互いの国の人々が互いに着て楽しめるような

存在になれば幸せだな︑と思ったのです︒

人来場者からば﹁漢服を着るモデルの姿が美し

を執り行いました︒

中国人来場者からは﹁多くの豪華な着物を鑑

く︑またチマチョゴリは︑中国明代の涙脆が韓

当クラブには別立会員で初代幹事である濱田

勝弼氏が現役で在籍し︑ロータリアンとして00

国に伝わって発展したと知った﹂との感想も︒
事後アンケートでは﹁相互の文化を理解するの

年超の活動を続けています︒2代目の会長を務

時は第2了8地区)初代ガバナーを歴任︒97歳

に︑素晴らしく良い企画だった﹂とのコメント

企画から実行までに1年以上かかりました︒

の現在も毎週の例会を最前列で皆勤し︑食事も

め︑1989-90年度には第2了80地区(当

多くのロータリアンに︑協力者"出演者の紹介︑

自身の歯で完食される︑わが伊勢原RCのモン

もいただき︑企画者として感無量でした︒

参加者への声掛け︑準備・実行のサポートなど︑
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事月号

令和2年

考え続けてきました︒そして昨年7月7日︑ホ

色彩窒かな漢服と着物が日中友好の懸け橋に

FRiENDSHIP

圃

エッセー、海外のロータリークラブ訪問

し﹂

皆で

乗ってますよのひと言嬉

の﹃皆﹄は︑たぶん︑ロータ

してもあのマイクロバスが︑活用されている現

スか︑あるいはメールかもしれない︒いずれに

の言葉がきた︒手紙だろうか︒電話か︑ファク

を被災地に贈ったのである︒それに対する感謝

金を出し合って︑相談しあって︑マイクロバス

リークラブの仲間の意味だろう︒それぞれにお

﹁﹃皆で贈りし﹄

な評が寄せられていた︒

には︑選者の催促木幸細先生から次のよう

贈りしマイクロバス

れが2度目であった︒入選句﹁被災地に

けず私の短歌が掲載された︒同梱への投稿はこ

縦組み﹁ロータリー歌壇﹂ のトップに︑思いが

東日本大震災の翌年︑2012年4月号﹃友﹄

棄之

PLAZA

南三陸町復興支援の
マイクロバス

FRIENDSH

倉敷東遠藤

1,000字以聴聞連
護、時同雑感など。

タリー財団の国際親善奨学生だったナポリに住

革屯RCと隻和RC︑イタリア各地のRC︒ロー

ロータリークラブ(RC)︑倉敷東RC︑台湾の

との見出しで紹介された︒﹁寄贈したのほ築館

台

事5台商三陸町へ﹂

2011年9月4日の河北新報には﹁日・伊・

被害を受けた宮城県本吉都南三陸町である︒

マイクロバスの贈呈先は︑津波で壊滅的な

スに乗ってます

いたマイクロバ

﹁贈っていただ

にやってきて︑

が私のところ

球部員の親たち

そこに突然︑野

出席していた︒

私は会長として

クラブの会員が

むオペラ歌手・角南有紀さん (岡山市出身)が︑

よ﹂と言ったの

在のようすが知らされてきたのだ︒まさに﹃絆﹄

地元ロータリークラブの支援の申し出を倉敷東

である︒彼らは︑

提供しており︑

RCにつないだのかきっかけ︒倉敷東から友好

南三陸町のホー

を思った実感を︑﹃嬉し﹄に読むことができる﹂

クラブの築館︑さらに台湾︑イタリア全土へと

ムページや新聞記事で︑当クラブのことを知っ

支援の思いつながる

支援の輪が広がった︒(中略)佐藤町長は﹃69

ていたようである︒感激の一瞬であった︒

贈事業などで4回現地を訪れ︑佐藤仁町長には

私はその後︑地域のコミュニティー図書館寄

台の公用車が流失し︑復興業務に支障を来して
いた︒皆さんの支援を力に変え︑町民と心一つ
に復興に取り組みたい﹄と述べた﹂

に佐藤町長が国際ロータリー(RI) 日本事務

0月号(横組みP44)

ロータリークラブからの寄付を基に︑川万ドル

局を訪れ︑謝意を伝えたとの記事を読み︑当時

2回お会いした︒﹃友﹄昨年1

のマッチング・グラントで贈呈したもの︒29人

の感動を思い出した︒あのマイクロバスは︑今

短歌に詠んだ﹁マイクロバス﹂は︑イタリアの

乗りで︑仮設住宅団地の住民の移動や︑町の復

もスクールバスとして商三陸町を走っている︒

岡山県∴環境コンサルタント)

賞恵(林芳)

時から日本文化に大変興味を持っていました︒

私は中国出身ながら︑家族の影響もあり︑幼少

東京米山友愛田中

日中文化の懸け橋に
漢服・きものショー

(第2690地区

興業務に使われて大活躍した︒

2月︑南三陸

また﹁乗ってますよのひと言嬉し﹂は︑次の
後日談から生まれた︒2011年1

町立志津川中学校の野球部の生徒20人と保護者

数人が︑4日間の日程で岡山県倉敷市を訪問︒
グラウンドに仮設住宅が設置されて野球ができ
なくなった生徒たちを︑岡山大学の職員と学生

ボランティアが招き︑岡山県の中学生との親書
野球試合を企画︑激励したのである︒

その歓迎夕食会の会場は︑食堂を経営する当

NO.3

VOL.68
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醒

PLAZA

写典があれば添付してください。

konohjto.tazunete

記録的に雪の少ない1月の長井の街

﹁気にするこ

とない︒いっそ

た﹂

スパイクには松本さんの先輩︑秋元悟さんもい

のこと駅のあた

﹁雄治は菜種だしね︒俺は頭も筋肉でできてま

すが︑彼は違う︒この若さで事業も成功して注目

た︒フリースタイルのけん玉の名人で︑けん玉の

トでも作ったら

玉のモニュメン

され︑期待もされて大変ですが︑職業奉仕にはすっ

﹁ハワイで大流行し︑その後はシンガポール︑

どうだね︒ちゃ

りに大きなけん

ルーマニア︑ラトビアなどで流行し︑今はアメリ

んと職業奉仕に

国際的な動向にも詳しい︒

歳ぐらいと割と若い︒彼のように常に外を見てい

フリースタイルに人気がありますね︒それにつれ

カの西海岸です︒外国のプレーヤーは競技よりも

もなってると思

と入るタイプのような気がします︒うちのクラブ

る人間の意見は︑ますます重要になるね﹂

て海外のけん玉メーカーもでき︑乱立した時期も

うな﹂

は19人の少数満鋭︒会長も40代で︑平均年齢も約

ポスターがあった︒最上川の舟運で栄えた長井市

ある︒今は中国製が増えていますが︑日本製には

市街地に戻ると︑商店街のあちこちにけん玉の
のキャッチフレーズは﹁水と緑と花のまち﹂だが︑

及びません﹂

取材を終えて︑佐藤カメラマンが言った︒

いだい聞き役に

﹁中小企業の社長にはつらい話だね︒俺らの仕

長さんである︒

方改革の話にもなった︒集まっているのは全員社

その後︑働き

回っている︒

もっとも︑暖冬だった︒それから2カ月後の1

小中企業社長と働き方改革
悩む先輩とは一味違う休日

﹁あとは雪景色を撮りたいですね﹂

梅津さんはだ

最近は﹁けん玉チャレンジ﹂プロ ジ ェ ク ト に も 力
を入れている︒

が一発で成功すれば︑居酒屋では生ビール︑

市内の00以上の店舗が参加していて︑"とめけ
ん"

洋菓子店ではジェラート︑食堂ではアジフライが
サービスになる︒〃とめけん〃 とは剣先に玉を刺

す技で︑長井の人なら続稿できる人がいる︒

事は増える一方だ﹂

という話が多い中︑梅津さんが言った︒

月中旬︑長井市を再訪したが︑まったく雪がない︒
﹁こんなこともあるんですね﹂

﹁長井駅前の﹃けん玉広場スパイク﹄ にも行っ
てみて下さい︒けん玉ができ︑けん玉の情報スペー

﹁結婚して子どもが生まれるまでは365日働

いていました︒今だって本当は働きたい気持ちは

梅津さんが苦笑する︒雪景色の撮影は難しい中︑

前回に会った手塚さんを含め︑ロータリーの先輩

スでもあります︒〃とめけん" のこと︑英語でス

パイクって言うんです﹂ (梅津さん)

にけん玉の達人がいたんです︒ユーチューブを見

したいという気持ちになり︑同 時 に 自 衛 隊 員 の 中

けん玉を街のシンボルにしていくことに︑ちょっ

はずいぶん広まった︒雄治はよく頑張った︒でも

﹁ここ的年でけん玉の街としての長井の認知度

く︑しかし毅然としていた︒

◇梅津雄治(長井中央RU会貝)

る︒3児の父︑けん玉造四段︒

社長に就任︒営業宣伝を担当し︑同社の顔とな

2008年に山形工房に入社︒常務から09年︑

まれ︒中央大学経済学部卒業後に警視庁へ入庁︒

代表取締役社長︒1985年︑山形県長井市生

(有)山形工房

このときばかりは地元のホープ︑気負うことな

からね︒週休2日を守っているし︑守ります﹂

ありますが︑8歳︑5歳︑1歳の子どもがいます
﹁雄治が主役かい︒俺じゃないの﹂

たち6人が夜に集まってきてくれた︒

進んだ松本健さんがいた︒地域おこし協力隊の一

と︑手塚さんが言う︒集まった先輩たちはクラ

スパイクに行くと︑昨日の大会でベスト8まで

人で︑市の商工観光課に配属されている︒元自衛

ブの要職経験者で︑梅津さんへの視線が温かい︒
酒が進むと談論風発︑さすがに山形は"飲み二ユ

隊員で︑出身地は宮城県仙台市︒東日本大震災の
時は石巻で支援活動をしていた︒

ると︑外国のプレーヤーがどん ど ん 面 白 い 技 を 開

らうかだな﹂

と抵抗がある向きもある︒それをどう理解しても

ケーションノlが盛んである︒

発している︒町おこしとけん玉に興味が高まり︑

﹁もう少し深い支援をしたい︑町おこしに参加

梅津さんと知り合って長井に住みたくなりまし
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記事/村井垂俊「もしかめ」 「とめけん」どころか「大皿」も怪しいけん玉下手ライター
撮影/佐藤 敬 雪景色を掘ろうとしたものの、暖冬に泣いたカメラマン

兄で会長の鈴木良一さん︑創業者の祖父︑鈴木

アピールした方がいいかと考えました﹂

与三郎さんが工場を守り︑梅津さんが営業宣伝を

5

分ほどにあり︑山が近

任されている︒84歳の与三郎さんが言う︒

長井市街から車で1

い︒澄んだ空気の寺泉

く︑木々の紅葉が美し

シェアナンバー1で︑

る︒競技用けん玉国内

点兄貴は職人として大したもんだし︑弟はいいも

りは木が分からなきゃ︑どうにもならない︒その

人とも小さい時から木になじんでいた︒けん玉作

﹁門前の小僧がお経を唱えるようなもので︑2

海外の四十数カ国に輸

のを売ることに一生懸命だ︒この年で孫2人と仕

地区に本社と工場があ

出をしているという︒
けん玉一直線だったわ

クラブ(RC) の手塚隆幸さん︒建材会社を経営

さて︑来客があった︒同じ長井中央ロータリー

事できるなんて︑幸せだと思うよ﹂

けではない︒中央大学

し︑梅津さんをロータリーに誘った人である︒

梅津さんは︑元から

経済学部を卒業後︑警

もりはなかったけれ

できました︒関わるつ

が始め︑兄が受け継い

﹁けん玉作りは祖父

と思ったほど無知でした (笑)︒入ってすぐ︑誘っ

誘されました︒最初は︑駅前のロータリーの話か

に載ったことがあります︒ベテランの方2人に勧

のロータリアンということで﹁﹃ロータリーの友﹄

す︒2006(平成18)年︑27歳で全国最年少

﹁自分もかなり若くにロータリーに入ったんで

ど︑けん玉をめぐる状

てくれた2人が辞めたのも驚いたなあ﹂

視庁に入っている︒

況は大きく変わりつつ

たホームページに︑外

ありました︒兄が作っ

もある︒手塚さんは︑日大山形時代に甲子園も経

手塚さんは梅津さんの中学時代の野球部監督で

﹁1990(平成2)年です︒1鞍下にイチロー

れている︒

がいて︑彼の試合が長引いて︑第4試合の傍らは

験した︒1回戦で鹿児島実業と対戦︑0対9で敗

は品質と精度の高さに

ナイタ1になった︒僕はレフトで︑カクテル光線

国からのアクセスが増

が︑良いものが必ず売

で見づらい︒おまけに相手の鹿実は福岡ダイエー

は定評がありました
れるわけではない︒警

ホークスに進んだ内之倉隆志がいて︑うちは軟投

派︒パンパンレフトに飛んできた︒相手のピッ

視庁も魅力的でした
が︑職人の兄がモノ作

チャーもすごかったよ﹂

恩師であり先輩だが︑兄弟のように仲がいい︒

りを極め︑私が販売や
宣伝を担当し︑世界に
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えていく︒うちの商品

祖父・与三郎さん、兄・良-さん、数多くのけん玉とともに

konohito.tazunete

品﹃大空﹄を持っていて︑使いこなしてくれてい

トイレに審判がついてく

カメだって

る規則になっています﹂
了時間!

ます︒研究熱心な人が多いですね﹂

けん玉はご存じのように︑大皿︑小皿︑中皿に

余裕でゴールするだろ
六段︑山形けん玉友の会

玉を置き︑剣先に玉を刺すゲームだが︑競技用け
﹁いろいろな技があって︑とめけ ん ︑ 飛 行 機 ︑ 日 本

会長の平山明さんも言

う︒山木さんの隣にいた

一周︑世界一周︑宇宙一周︑うぐいすの谷渡り︑つる
う︒

ん玉になると︑バリエーションがある︒

し一回転飛行機⁝⁝︒奥が深い世界で︑こういう大

技なんだね︒大人はどう

﹁けん玉は最後は心の

山木弘行さんを紹介してくれた︒

しても雑念が入り︑土壇

会には︑けん玉のレジェンドもいらっしゃいます﹂

日本けん玉協会の理事長で︑9︑10︑12代の全

場になると震えがくる︒

0回の全国制覇︑けん玉

日本チャンピオン︑通算1

なるよ﹂

最後は少年少女の争いに

のない︒今日の大会も︑

でも子どもにはそんなも

けん玉造・福島﹂とあった︒

あ

造九段︒大会には山木さんの教え子が多く来てい

あきらめず

て︑そろいのユニフォームには︑﹁あせらず
わてず

基本的な技に﹁もしかめ﹂がある︒

退︑中学以上の部の決勝は︑中学1年生の男女対

その夜︑長井市内のホテルのレストランに行く

お父さんの方が熱い感じだった︒

確かに大人は次第に敗

戻す︒この往復を繰り返すが︑ 一 級 は 約 回 ︑ 初 段

決となった︒2人とも小学生の時に全国大会で準

大皿に玉を乗せ︑剣じりの中皿に移し︑大皿に
になると200回︑四段で1000回できるのか

優勝したことがある︒

勝負を決める︒結局︑紙一重で男の子が勝ったが︑

レベルが高いので︑ちょっとした心理の揺れが

﹁食物繊維が多くて血糖値を抑える健康食品で︑

井特産の菊芋の天ぷらである︒梅津さんが言う︒

ていて︑途中で当方にも差し入れしてくれた︒長

と︑梅津さんにまた会った︒大会関係者を慰労し

基準だという︒山木さんの場合はどうか︒

録を作ったことがあります︒し か し ︑ 戦 っ た 相 手

トップ選手姉弟の父親が言っていた︒

小学生の優勝者との決戦には敗れた︒小学生強し︒

﹁﹃もしかめ﹄の継続時間で6時間57分という記

も了時間20分でしたね︒途中で軽食を取ることも

ぜひお楽しみください﹂

近年注目されています︒長井で2番目の特産品を

﹁けん玉に決まっているじゃないですか﹂

1番って何でしたっけ?

﹁2人ともうまくなるまではずいぶん練習した

あり︑私もアイスクリームを口に含ませることも

ある︒トイレに行ってもいいんですよ︒ただし︑

んですが︑姉は今は部

翌日に山形工房を訪ねた︒

世界と長井を結ぶ﹁スパイク﹂

﹁けん玉チャレンジ﹂商店街で

梅津さんが爽やかに笑った︒

活などで忙しい︒弟の

方はゲームに夢中︒仕
方ないので︑けん玉30

分やったら︑ゲーム1

時間は許すようにして
います﹂
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ロータリーの友

3月号

令和2年

真剣な表情と笑顔があふれたみちのくけん玉フェスタ2019

konohito.tazunete

UMとTSU YU﹂-

梅津雄治さん

●長井中央ロータリークラブ

もしかめ︑とめけん︑宇宙一周
競技用けん玉普及で町おこし

今やロータリーは﹁一業種一人﹂などといわな

い時代だが︑今回の主人公︑﹁(有)山形工房﹂代

表取締役社長︑梅津雄治さんと同じ業種の人には

まずお目にかからないだろう︒山形±房は競技用

けん玉生産量日本一を誇る会社で︑国内外にも根

強いファンを持つ︒山形県の南部︑最上川の流れ

る長井市に本社があり︑電話を入れると︑

﹁まず︑けん玉の大会に来ませんか﹂

と︑快活な声が返ってきた︒

なるほど︑まずけん玉を知るべし︒去年11月末︑

山形市の大会をのぞいてみた︒東北一を決める﹁み

ちのくけん玉フェスタ2019﹂という大会で︑

市立みはらしの丘小学校が会場︒土曜の朝早く︑

"マイ

山形︑秋田︑福島の強豪たちが続々と集まってく

る︒少年少女とその両親が多く︑だいだい

けん玉〃を持ち︑着くとすぐに真剣な顔でカチカ

チ︑カチカチ︒体育館の天井にけん玉音がこだま

する︒

梅津さんは入り口近くでけん玉を売っていた︒

﹁うれしいですね︒皆さん︑だいたいウチの製

人懐っこい笑顔の35歳︑若社長である︒
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変貌する自然災害と
繍災対策

事後対策には
災害のマネジメントが必要
一方︑事後対策はいわゆる﹁地域防災力﹂ で板

出してください︒防災訓練も実行して終わり︑で

自然災害は繰り返されます︒ぜひ︑一歩を踏み

超えたら避難する﹂というプログラムを一度入れ

1日は防災の日として︑ほぼ全国の自治体で防災

はなく︑そこから学習することが大切です︒9月

なっています︒ロボットなら︑﹁水位が3・5㍍を

ておけば︑そのプログラム通りに動きます︒しか

訓練が行われますが︑消防車から放水などして終

し人は︑3・5㍍の危険水位を超えたら避難する︑

とルールが決めてあっても︑﹁まだそんなのは平

齢者でした︒しかし︑現実問題として︑あまりに

社会を迎えており︑今回の犠牲者の70˜00%も高

わが国は現在︑世界で最も早いペースで高齢化

た︒これを﹁災害マネジメント﹂と総称します︒

る町で︑三重と和歌山の県境にあります︒台風が

は︑三重県紅玉町でした︒熊野川の一番下流にあ

河川に導入しました︒日本で初めて導入されたの

ラインという概念を持ち帰りまして︑これを一級

アメリカで視察し︑われわれはこの水害タイム

布団でも︑何か投げつければ消すことができます︒

かないのです︒水がなくても︑火に植木鉢でも座

火災の第一発見者がすぐに火を消さないと︑憲吹

らいの炎である︑ということをご存じでしょうか︒

りません︒消火器で消せる火は︑人の背の高さく

このようなデモンストレーションは訓練ではあ

わり︑では意味がありません︒

も多い高齢者を﹁共助﹂ ﹁公助﹂だけで支援する

来ると両県から警報は発令されますが︑その発表

炎の高さが人の背丈にならないうちに消火するこ

﹁もう雨も止む﹂

ことも不可能です︒高齢者を災害弱者とみなさな

時間と警報内容が県ごとに異なるので︑同時に警

とが肝要︑ということを学ぶことが︑防災訓練の

気﹂

い社会づくりが求められています︒そのためには︑

戒レベルが異なった警報が発令されるという現象

書を緩和する方法がますます重要になってきまし

の範

趣旨です︒

民は﹂と感じるのに対し︑住民は︑なぜか危ない

災害が発生しているのに︑何で 逃 げ な い の か ︑ 住

研究者サイドとしては︑﹁今やこんなに度々︑

とを話し合っておくわけです︒

で﹁こういうふうにしておきましょう﹂というこ

風などが来る︑となった時は事 前 に 関 係 自 治 体 間

いと思います︒例えば﹁水害タイムライン﹂︒台

て︑﹁タイムライン﹂ という言葉を挙げておきた

最後に︑長らく研究者として牛きてきた者とし

ラインを導入しています︒例えば大阪府では今︑

作用しました︒もう約を超える自治体が︑タイム

とを知っているからです︒熊本地震の時も有効に

ことです︒皆︑なぜ避難指示が出だか︑というこ

ということが︑住民の頭で甥解できているという

いうことがありません︒﹁逃げなければいけない﹂

お手玉にならず︑するべきことが抜け落ちた︑と

組織や消防団なども役割を相互確認しますから︑

合っておけば︑顔の見える関係も作れます︒住民

時間か前に関係機関が連絡し合って︑事前に話し

水害タイムラインによって︑台風が上陸する何

システムを導入してください︒

れないうちに︑タイムラインのような新しい防災

歩するチャンスと考えてはしいのです︒記億が薄

ださい︒もし被災されてしまったら︑現状より進

するのかを市民はよくイメージして︑理解してく

二度あることが三度ないように︒具体的に何を

り返せば繰り返すほど︑スキルはアップします︒

ることが大切︒失敗から人は学びます︒訓練を繰

葉を使っています︒とにかく︑防災訓練は失敗す

発生するので︑私たちは ﹁ふりかえり﹂という言

り返り)が大事︒﹁検証﹂ と言うと誰かに責任が

してそれがうまくいったかどうかという検証(振

﹁享受﹂

が起きていました︒原則︑自治体ごとに避難勧告︑

と思っていない︑ということが往々にしてありま

大阪湾岸高潮︑寝屋川流域水害︑グリーンベルト

現実的に被害は減るのだということを主張して

社会サービスの定義に加え︑﹁提 供 ﹂

囲をどのようにするのかを議論した上で︑どのよ

避難指一ホはばらばらですから︒

す︒いまだに ﹁そんなのが来ますかね﹂という感

土砂災害︑地震・津波のアフタータイムラインを

いただけたら︒未来の故郷が守られます︒今の不

すなわち︑防災訓練とは学習・練習・演習︑そ

うな社会づくりを進めていくべきなのか︑真剣に

じなのです︒

作ろうとしています︒台風や土砂災害にはリード

幸な経験が将来の役に立つ︑ということで︑私の

考える時期が来ているのです︒

これらは全て︑防災に関しての言葉の特徴は全

タイムがあるので︑タイムラインが有効だという

講演を終わります︒

甘木RC)

部あいまいだ︑ということだからでしょう︒この

ことが知られてきています︒

(ホスト

レベルは危険だ︑と感じる感覚は一人一人で異
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変貌する自然災害と
繍災対策

人が亡くなりました︒その後︑海 外 か ら 多 額 の 支

インドネシアでは2005年のの災害で1 5万

点ではないところにこそ必要なのですが︒

なので︑その時しか︑動けない︒本当は︑その地

たら二度とそこで繰り返さないことを目指す法律

標を事前に用意できていたのでしょう︒

は強い︒市長などのリーダーと住民が︑将来の目

19年1月︑私は政府に次のことを指摘しまし

ん話し合わないと良いものは生まれません︒その

何度も何度もワークショップを重ねて︑とこと

援金が集まり︑その資金でこの国の海に津波早期
検知用のブイを20個浮かべました︒しかし︑18

内容を単純化することも大切です︒企業としては

際︑速やかな回復に当たっては︑できるだけ被害

り︑今の日本の現状に即した対策ができなくなっ

日ごろから︑自由な経営姿勢を継続しておくこと

た︒災害対策基本法は1961年に定められてお

ています︑と︒また︑この20年間で︑防災担当大

です︒対する国は︑被災からの回復時間を早くす

年1 0月に再び地震が起きて津波が発生した時︑

ブイは︑全て故障していたそう で す ︒ イ ン ド ネ

臣が26人も変わっているので︑全て︑対策が先送

2500人が亡くなったのです︒

シア政府は︑修理する資金がなかったと︒被災し

熊本地謡が実例でした︒国は法に基づき︑支

外から作用する力︑すなわち外力を防災施設に

ることでしょう︒

シアに集まってさまざまな対策を講じたのに︑壊

援物資をすぐ送りましたが︑現代社会の交通量の

よって﹁制御﹂するのではなく︑あくまで﹁緩和﹂

りになっている︑と︒

れてしまえば放置するしかなく︑何の役にも立た

中では︑渋滞で物資は届かなかったわけです︒全

するということ︒今回のような大きな被害をもた

た時︑何千億円もの海外からの支援金がインドネ

なかったのです︒国家的な防災システムを整備す

体最適を目指すことが大切なのに︒

ただ︑事前対策として強調しておきたいのは︑

るためには︑まず国の財政の安定を図ることが先

概念から発生していますから︑これが盛んに今︑

例のSDGS (持続可能な開発目標)は防災の

こと︒そして︑その被災にへこたれずに︑復興を

害を少なくします︒自治体は被害額を少なくする

は遅い︒災害前の減災対策︑日常防災によって被

を考慮すれば︑どのレベルまで防災施設によって

風水害の外力がますます増大する傾向が続くこと

そういう意味で︑地球温暖化の進行に伴って︑

らす災害を︑完全に制御することは不可能だから

進められているゆえんですね︒今 や ︑ 世 界 的 な 災

信じること︒東日本大震災からの復興を見ている

守るのか︑についての ﹁合意形成﹂も必要となっ

さて︑縮災︒とにかく︑災害が起こってからで

害多発の時代に入っています︒わが国のような先

と︑正直︑うまくいっているところ︑いっていな

てきました︒その際には︑人々の価値観の多様性

決︑ということです︒

進国では︑知識・情報・教訓が命を助けてくれま

いところがありますね︒被災前の姿に戻す︑とい

悪昭

震災記念

同大大学院工学研究科土木工学専攻博士課程

大阪府生まれ︒69年

回研究所教授︒96年

京都大

阪神・淡路大

人と肪災未来センター長(兼務)︒0与年

同大学

同研究所巨大災害研究センター長︒2002年

修了︑同大防災研究所助手︒9⁝年

科卒業︒74年

1946年

です︒

す︒スマホが普及した結果︑自分 か ら 知 識 ・ 情 報

を反映しなければなりません︒

河田

京都大学工学部土木工学

うことに固執せず︑進化する姿を志向するところ

研究センタI長

喜京都大学名替教授関西大学社会安全

を取りに行くことが︑日本では容易になりました︒

しかし世界を見渡せば︑日本のような国ばかりで
はありません︒自分たちは今︑ぜいたくな環境に
いるということを忘れてはならないのです︒

18年︑土砂災害で最大の被害が出たのは広島

県呉市でした︒しかし︑1945年の9月の枕崎
台風による土石流では︑600人も亡くなってい
ます︒土石流は一度起こると流れる土石がなくな

国連SASAKAWA防災賞(本邦初)︒

関西大学社会安全学部特別

関西大学に移り︑12年

任命教授︒07年

社会安全研究センター長︒16年

学防災研究所所長︒09年

では起きません︒ですから︑土石流が発生した地

善書多数︒

るために︑少なくとも20年から00年間は同じ場所

に︑早急に砂防ダムをつくる必要は必ずしもない

のです︒しかし︑災害対策基本法は︑被害が起き
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変貌する自然災害と
締災対策

真備地区市街地では5㍍を超える浸水で5 1人が犠

場もなくなりました︒

分は必要といわれているにもかかわらずです︒災

害発生時は流通が全て止まり︑避難所に行っても

ました︒避難時は誰しも慌てていますので︑隣の

ただ︑決壊から家々への浸水まで8時間かかり

高齢者や身体的弱者などが散乱した部屋の巾︑自

までの距離です︒しかしこの大阪の地震によって︑

玄関を出てから避難所までの時間や︑指定避難所

体験しています︒

われわれは信じられないような自然災害を近年︑

害を︑確かに日本はくぐり抜けてきました︒でも︑

過去︑何度も起きた大雨や地震などの大きな災

現任︑政府が考えている﹁避難﹂というのは︑

寝たぎりのおじいちゃんのことは自分が避難所に

宅の玄関まででさえたどり着けない︑という現実

牲になり︑その約00%が高齢者でした︒

着いてから﹁あっ︑しまった﹂となります︒一方︑

を行政は初めて認識することになりました︒10㍍

食料は十分にはないのです︒

消防署では2500件も電話を受けていました

を超える津波が︑5分で来るところがあると予知
されているのにもかかわらず︑です︒

私は︑被害を想定する政府の調査会の座長も務

で︑絶対に避難する(堤隣が高いほど︑一度決壊

高さが5㍍では2階でも水没する恐れがあるの

想定しました︒しかし︑先ほど申し上げたように︑

試算︒家屋の倒壊などでは︑8万人が亡くなると

避難しないとして︑津波では22万人が亡くなると

災害が起きることを前提とし︑﹁締災(Disas︹e"

全に防ぐ手立てもありません︒専門家としては︑

ありません︒自然災害は予知できませんし︑完

大雨も地震も︑自然災害には簡単な解決策は

災害を制御するのではなく
緩和する

が︑電話が来た時︑車はもう走れませんでした︒
真備から学ぶこととして︑住民の避難率を高め
るため︑三つのことが挙げられます︒

すると逆に被害は大きくなる)︒②特に平屋の住

わが家の玄関まで逃げられない人たちが存在する

Resi音ieつCe)対策﹂を早急に実施することを政府

めました︒東日本大震災の時と同様に30%の人が

民は早期に絶対に避難する︒③自分勝手な理由を

ことを考えると︑被災人数はさらに増えます︒

①河川堤蛎の高さまで浸水すると考えた場合︑

見つけないこと︒皆さん︑思い当たりませんか?

たことか︒モノに執着する人は案外いるものです︒

レビを運ぼうとして︑逃げ遅れた人がどれほどい

が︑2階に避難する時︑1階に崗いてある大型テ

ままにできない﹂︒信じられないかもしれません

﹁昔︑浸水したけど床下だった﹂ ﹁家財道具をその

﹁氾濫まではしないだろう﹂﹁昔からここは大丈夫﹂

のです︒一番困るのは︑家族がどこにいるのか分

前に分かっていたら︑安否確認はしなくてもいい

す︒でも︑きちんとした安全なところにいると事

イヤルで確認できなかったら困る︑と思いがちで

地震が起きた時に︑スマ木やパソコンで︑伝言ダ

たことしか︑役には立ちません︒例えば安否碓謡︒

とにかく︑日ごろから事前に考え︑準備してい

いうものです︒

からは早く復旧・復興することを目標とする﹂と

を実施し板書を少なくする一方︑災害が発生して

﹁締災﹂

元の名は

強靭化(Na︹iOコa-Resi︼ie書e)と訳していますが︑

に提言︑受け入れてもらいました︒政府は国土

加えて﹁雨はもうやむかも﹂ ﹁もう少し︑様子を

からない︑ということ︒安否確認は事前に準備で

全壊ではなく︑一部損壊の住宅 が 多 か っ た の で す

阪神・淡路大震災の64分の1のエネルギーです︒

北部でマグニチュード6・宣の地震が起きました︒

ばマグニチュード9・0です︒18年6月に大阪

震も指摘されています︒想定される大きさとして

大雨以外の災害として︑今︑ 南 海 ト ラ フ 巨 大 地

分です︒南海トラフ規模の地震が起きれば︑20日

るのはどれくらいだと思われますか?

1・1日

食料︒今の日本で家庭の冷蔵庫に備蓄されてい

ん︒つまり︑家で備蓄しておくことが必要です︒

トルでいうと全国民の‖自分しかまかなえませ

ますが今︑日本全国で地震が起きたら︑ペットボ

水の確保︒これも事前にできます︒比喩になり

策にまでお金が回らないということです︒

を挙げてみると︑まず国が豊かでないと︑災害対

くい言葉です︒減災でいうレジリエンスの具体例

久力﹂などと訳されてきましたが︑一語で表しに

語として﹁精神的回復力﹂﹁抵抗力﹂﹁復元力﹂﹁耐

が含まれています︒この言葉はもともと心理学用

⑦対応性︑⑧人材など資源の豊かさ︑という意味

応性︑③革新性︑④強靭性︑⑤迅速性︑⑥ゆとり︑

レジリエンスという言葉には︑①柔軟性︑②適

の暮春概念は︑﹁災害が起きる揃に対策

です︒

見よう﹂︒こうした理由付けは︑逃げ遅れの最大

きます︒

﹁繍災﹂

の原内です︒

か︑損壊していない家でも家具が倒れ︑足の踏み
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院ダムの決壊︑③ため池の決壊︑④土砂や流木の

橋 梁での堆積による氾濫︑⑥異常洪水時防災

操作によるダム放流︑⑥下流の水が上流に影響す

るバックウオーター(背水)現象︑⑦施設の排水

能力を上回る異常な水量増︑があります︒

18年7月は梅雨前線性豪雨でしたので︑降

水域の南北方向の幅が狭かっだのですが︑台風を

伴うとそうはいきません︒特に︑秋雨前線が本州

に停滞している時に台風が近づきますと︑降雨域

の南北幅が広がり︑大河川が氾濫してしまいます︒

つまり︑運滝災害が大河川の上流域から下流域ま

で発生する危険があるのです︒

以前は︑大雨が降ると川が増水し︑堤防が決壊

して氾濫するという単純なパターンの被害でし

た︒しかし︑現在は複雑な形で連滝災害が現れる

ようになりました︒

具体的にいいますと︑四国の野村ダムの放流操

作では︑死者が9人出ました︒⑤のダム放流に当

たります︒ダムというものは︑下流の住民の命や

財産を守るために造ったものです︒ところが︑国

土交通省としては満水になると︑ダムを守るため

に放流をしなければならない︒しかし︑通常時の

6倍の水量を放流し︑結果として︑放流を知らな

かった下流の大洲市と西予市で︑犠牲者を出して

しまいました︒市は事前に警告は出しだと言いま

すが︑私は︑ダムの放流は避けるべきと考えてい

ます︒放流する場合は︑下流の全域が危険という

のではなく︑もっと地域を絞り込むことが可能な

はずで︑そのような努力を国土交通省はするべき

でしょう︒

倉敷市の真備町では⑥のバックウオーター現象

が起きました︒川の合流地点で捉院の決壊が発生︑
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田

ぁまりい。例えて擬製聾棺雨を迎え

台風シーズンに入ると再び、大雨になってもおかしくはない時代に私たちは生きて
いる、ということです。

変貌する自然災害と

京都大羊蹄教授・晒大学社会安全研究センター長河田悪昭

ここ的年間で発生件数が増加してきています︒気

4県で200人を超え︑

では︑どのような洪水氾濫災害が起きたのか︒

77
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の20年︑後半の20年の回数を調べてみると︑後半

は前半のほぼ2倍に増えています︒ということは︑

地球の温暖化が進めば進むほど︑激しい雨が降り

やすくなるということです︒

1982年から2018年の土砂災害発生

件数の変化を調べてみました︒1年当たり平均

1015件︑土砂災害は起きています︒ところが

16年から毎年平均を超え︑18年には1年間に

3451件も発生しています︒これは例年の3・

4僧ということで︑﹁とにかく近年︑自然災害が

多い﹂という私たちの感覚は正しいわけです︒

1978年から2019年のスパンで集中豪雨

ご当地︑福岡県甘木・朝倉地方は︑昨年︑一昨

候変動の激化に伴い︑土砂災害も増加・激甚化す

と土砂災害の発生件数を比べてみると︑どちらも

年と﹁平成00年了月轟雨﹂﹁平成29年了月九州北

るという比例関係にあります︒

また︑広域災害という特徴も挙げられます︒

18年7月は梅雨前線が北海道から沖縄まで停滞

の大雨となり︑犠牲者は1

し︑広い範囲で︑過去の記録を塗り替える長時間
2015年までのほぼ40年間の気象庁アメダスの

大雨の特別警報は1府1

福岡では17年︑筑後川の上流から下流にかけて︑

これらの災害により︑各地で断水や電話の不

1時間に50㍉㍍以上の雨とはどのようなもの

いろいろなタイプの水害が発生しました︒このよ

は︑00㍉㍍以上が1・35倍︑50㍉㍍以上が1・

か︒一般的な町の下水がパンクします︒マンホー

うな災害を﹁連続滝状災害(詳紅嘉薫鵠質﹂

通といったライフラインに被害が発生︑鉄道や道

ルから雨水が路上にあふれて出てくるということ

といいます︒15年ごろから研究論文に引用され

66倍︑100㍉㍍以上が1・95僧になってい

です︒同時に︑1時間に的㍉㍍以上の雨ともなる

るようになった︑比較的新しい用語です︒私は﹁連

路が寸断されるなどの交通障害も起きました︒

と︑福岡管区気象台は大南警報を出します︒その

流災害﹂と略しています︒

連濁災害のタイプには︑①土石流の発生︑②砂

時︑ガード下やアンダーパスはもう︑車は通行で

00㍉㍍︑100㍉㍍の大雨ですが︑やはり前半

きないと考えなければいけません︒

ます︒

0県に発令されました︒

記録を調べますと︑1時間に降った雨量の地点数

特に︑雨の降り方が異常です︒1976˜

どの自然災害は︑さらに増えます︒

に限らず︑これから洪水氾濫・土砂災害・地震な

部豪雨﹂により大きく被災しましたが︑この地域

増加する災害
広がる災害

田C呂
Kawata
Yoshiaki
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(林芳)

伊勢原貝原剛規

東京米山友愛田中貴意

ロータリアン歴00年︑濱田勝輔の言霊

高松束坂井幸博

赤石定輿

大木トオル

草津伊藤勝曙

横浜あざみ小野還薫

呉大之木精二

私が奉仕で学んだこと
﹁組織論﹂よりもっと﹁運動 論 ﹂ を

﹃米山梅吉ものがたり﹄著者を迎えて

カンボジアで頑張る青年に出会って
◆私の宝物

卓話の泉
セラピードッグ

某誌のお話

久留米中央 古賀正高/和歌山北 森本芳宣

選⁝⁝⁝・⁝⁝回6

私の一冊

◆長谷川

選

1

ロータリー俳壇

◆馬場あき子

擢

ロータリー歌壇

◆てじま晩秋 選⁝⁝・⁝⁝⁝・回61

ロータリー・アット・ワーク・・・・・・・・・・・・・⁝囲う︒

中学生が最新I丁に触れて
地域の未来を考えた

福井北RC

(写真)横浜港南・横浜港南台/成田/大和/

熊谷東/寄居/富士/

福岡東南・福岡東南RAC/河内長野東/

カロムでつなぐ日越交流

小矢部中/木更津東・木更津総合高校IAC/
京都西北/牛久

未来への懸け橋

むつ中央

大分198与

急きょ変更した奉仕活動

フィリピンの小学校に清潔な水環境を
ベンチ塗装はお手のもの
芋掘りを終えて

飯能

0サッカー大会

第1回飯能RC

瀬戸

U-1

こどもたちの夢を未来につなぐ

﹁水音﹂

2月号の感想

和歌山東南

高知中央

葛生・佐野・佐野東・田沼

地元の特別支援学級児に紙すき体験を

坂本龍馬生誕記念碑の清掃活動

声1

横組み

地元の駅に文化財の案内板を設置

表紙

﹁束ケ崎潔﹂

加藤光峰
箕牧

彰

縦組み

表紙題字

表紙レイアウト

◆本誌中のRCはロータリークラブ︑R-は国際ロ˜タリーの晦です︒
◆横組みの目次は︑反対側の表紙を開いた4˜与ページにあります︒
◆本文・写真などの無断転載・複製を禁じます︒
◆表紙については横組み49ページを参照︒

NO.3

VO」.68

2020

ロータリーの友

78〈二王]

口語霊襲

03-3436-与9与6

WWWLrOtary」nO寸omojp

(購読・注文)

keiri@rOtary-nO-tOmOjp

(本誌の内容・投稿)

hensyu@rOtary-nO-tOmO.jp

編集部メール
管理都メール

「ax.

03-34う6-66与1

丁ei.

⁝⁝⁝⁝⁝・・囲6

ロータリI柳壇
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