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い、お互いのクラブを知り、
また地域社会にも広めていき
ましょう。

ロータリーに成長が必要だ
ということは誰もが同意する

ところですが、時に、数値だ

けにとらわれてもっと大切な
ことを見失ってしまうことが

あります。せっかく会員数が

増えだとしても、翌年にその
会員たちが退会してしまって
ば憲味がないのです。ロータ

リーを持続的に成長させま
しょう。活動の参加形式にい

ろいろな選択肢があれば、会

員は参加し続け、ロータリー
が他団体とは違うことが地域

ロータリアン、ローターアクター、そして友人の皆さん

社会に分かってもらえます。規則にこだわるよりも、さ
まざまな方法で集うことにロータリーが重点を置くように

たり、社会正義を求める声が高まるなど
2020年は歴史的な変化の年です。世界は常

世界的なパンデミック(感染爆発)が起こっ
に変化し続けていて、ロータリーもその世界
を反映していることに気付かされます。
私たちは奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップと

なったことを喜びましょう。

自分たちが仲間の会員のためにできることを実行してい

るかどうか、そして奉仕する地域社会の状況をクラブが反
映しているかどうかを問い、そして答えを見つけるために、

各クラブは年に1度戦略会議を開催しましょう。国際的な

いう中核的価値観を常に大切にしながら、耳を傾け、適応す

レベルでもこのようなアプローチを採っています。今年度

る準備をしなければなりません。こういった価値観を生活の

は国際ロータリー(R量)理事会で過去最多の6人の女性

中に取り入れ、全ての局面において「四つのテスト」を実践

が理事を務めています。どのレベルにおいても、変化を推

していけば、どんな時代でも世界を導くことができます。

し進めていきましょう。ロータリーが今後発展していくた

私はロータリーがパンデミックに直面しても、その適応
能力を示せたことを誇りに思っています。ロータリーは立

めには、これまで以上にさまざまな視点と多様性が必要と
なります。

ち止まることがありませんでした。会合をオンラインに変

今年度、そしてそれ以降も、変化に迅速に適応し続ける

え、奉仕の新しい方法を見つけました。ホノルルでの国際

ための方法を模索する試みを想像すると胸躍る気分です。

大会を中止し、初のバーチャル国際大会を開催しました。

しかし、私はロータリーの変わらない部分、今後も変わら

例会は、従来の対面式に加えて、スマホやパソコンを使っ

ずにあり続ける部分からもインスピレーションを得ていま

たオンライン方式でも行われています。ロータリーは今も、

す。それは、友情、ネットワーク、倫理、そして奉仕です。

これからも、いつでも、つながりを求める人々がつながる

これらこそ、ロータリーの魅力なのです。

ことを可能にします。

「オンラインと対面式の会合をどちらも活用しているの

が今は特にありがたい」という声もあります。この動きを

ロータリーの創始者ポール・ハリスがかつて言ったよう
に、時には革命的にならなければいけないこともあります。

今がまさにその時です。中核的価値観を守りつつも、変化

さらに発展させて、ロータリーが今後も躍進するために変

を取り入れてより強固な存在になるために、ロータリーは

化を取り入れていくためにどうすればよいでしょうか。

機会の扉を開きます。それこそ無限に。

新しい種類のクラブを支援することがその鍵となると私
は思います。こういったクラブはもはや実験的なものでは
なく、今日のロータリーの一部になっています。従来のク
ラブに加えて、

Eクラブ、衛星クラブ、ローターアクトク

ラブ、活動分野に基づくクラブ、パスポートクラブがあり
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ます。こうしたクラブが加わることで、ロータリーはこれ
まで以上に開放的で、柔軟で、新会員にとって魅力的な団

体となっています。これらのクラブにメークアップして、
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●縦組みの目次は、反対側の表紙を開いたページにあります。

R

Media

Network

Iは国際ロータリーの晴です。

●本文・写真などの無断転載・複製を禁じます。

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間です

20之0年6月20へ26日、ロータリー初のlトチヤル国際大会が開催されました。日程終了時点で、本会議には初日と2白目で、9万4′187人が視聴に訪れ、
動画再生回数は17万6,46与回、そして2万8,190件ものコメントが寄せられました。日本からの訪問は2,144人、コメント839件、再生回数は4,144回。
R

i会長テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」(当時)にふさわしい年度の締めくくりとなりました(関連記事P18-21)。

特別顧問
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顧

委貝長

鈴木

副委員長

高野孫左ヱ門(甲府)

Ri理事

辰野

問

宏(宇都宮北)

克彦(東京西)

相談役

地 区

2与00

長谷川周作(な良野)

2600

西田

不祈(上田西)

2650

松木

延倫(耕フェニックス)

代表委員

2与10

丹羽

祐而(札幌手稲)

2610

早川

勇(高岡北)

2660

木村

芳樹(大阪南)

長平(京都東)

2与20

吉田

和洋(花巻)

2620

浅野

秀治(静岡)

2670

真屋

正明(高松北)

清水

良夫(横浜)

25う0

神山

英司(郡山)

2750

粕谷

啓之(東和翰ら撞〉

2680

嶋田

幸直(西盛)

片山

主水(名古屋東南)

2540

築山

殺害(大館南)

2760

尾本

和弘(名古屋東南)

2690

臼井

英治(岡山西)

吉田

潤司(釧路)

2うう0

蹄巣

貞美(大田原)

2770

梶間

順子(浦和中)

2700

松岡

康広(柳川)

古川

静男(松本西碕)

2560

斎藤

三着(村上岩船)

2780

神谷

一博(湯河原)

2710

束

佳節(防府)

勇(米沢中央)

2790

吉田

理愛(勝浦)

2720

毛利

浩-

2820

杉田柴一郎(牛久)

2730

深尾

兼好(鹿児島西)

2740

山下

義則(鹿寄)

編集長

野崎

恭子

安平

和彦(姫路)

片岡

信彦(土浦南)

梅本

四官

学郎(大阪西南)

2800

梅津

若林

莫博(東京麹町)

28う0

小野

三浦

眞一偵京八王子西)

2570

五十幡和彦(行田さくら)

2840

小幕

神崎

正陳(茅ヶ崎湘南)

2与80

中村

2630

二木公太郎(高山中央)

2590

桑原

2640

坂東

上野

令和2年

8月号

③Rotarylnte「nationai

季(横浜)

晶子(八戸北)
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ロータリーの誕生とその成長
20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の
陰で、商業道徳の欠如が目につくようになっていました。
ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁護
士ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人3人と語らっ

て、お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き

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

ました。ロータリーとは集会を各自の事務所持ち回りで順

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

が誕生しました。

それからは、志を同じくするクラブが、つぎつぎ各地に

生まれて、国境を超え、今では200以上の国と地域に広
がり、クラブ数36,246、会員総数1,213,465人(2020

年6月16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;

重921年4月1日に、世界で855番目のクラブとして、

国際ロータリーに加盟が承認されました。

第3

仕の理念を実践すること;

リスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大に

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

ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉

日本でのロータリークラブ設立については、ポール・ハ

情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリー・ペリーと、

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

第4

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

その後、日本のロータリーは、第2次世界大戦の波に洗
われて、

1940年に国際ロータリーから脱返します。戦後

1949年3月になって、再び復帰加盟しますが、この時、

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

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚まし

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
1.真実か

どうか

いものがあります。ロータリー財団への貢献も抜群で、今

2.みんなに公平か

や国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものにな

3.好意と友情を深めるか

りました。現在、日本全体でのクラブ数は2,248、会員数

4.みんなのためになるか どうか

88,162人(2020年5月末現在)となっています。
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隔玩

弄

ざまな職業の会員一人一人に心配していたことを伝え、

若い人たちも
やるものじやわい!

今後に役立つ情報について話してくれました。そして最
後に、今日集まれなかった会員のことにも触れ、

仙台青葉RC

̲̲

￣∴￣￣￣ 「

ききiききi合金

-」

大江
○○喜

勝雄

一

「落ち

着いたらみんなで訪ねていこう」と呼び掛けたのです。
会長がクラブの会員たちがどうしているか、と心配し

2020年5月27日は、新型コロナウイルス感染拡大

てくれていたことを知り、また自らの専門知識を惜しげ

防止対策として休会が続く中、しばらくぶりの例会日で

もなく伝え、熱心に語り掛けてくれる姿を目の当たりに

した。当クラブは2月中頃から、休会が始まっていまし

して、私は「さすが、わがクラブの若い人たちもやるも

た。

のじゃわい」と強く思いました。その仲間憲誠の強さに、

私は日本のロータリーの創始者・米山梅吉さんより
チョット会員歴が長く(約30年)、クラブ内でも一番

長い会員歴となっており、もうすぐ80代を迎える年頃
になりました。

私たちの世代の気持ちは伝承されていると感じたりしま
した。良い例会だったと思います。

なお、この例会は会長の憲向で正式な例会とはしない
とのことで、クラブに顔を出せないくらい大変な状況の

ロータリーに入れていただいた頃は、ロータリーにつ

会員には、メークアップ義務を負わせないようにしたそ

いて教えてくれる勉強会があり、土日には泊まりかけで、

うです。とはいえ出席率も良く、気分の盛り上がった集

時には居眠りしなから研修を受けたものです。

まりでした。

その勉強の蓄積と年齢のせいか、

宮城県)

「最近の会員はロー

タリーが分かっていない」と、今の執行部などにどうし

ても愚痴りたくなる傾向にありました。そして、これだ
け例会の休みが続くとそろそろ、

(第2520地区

「もうロータリーはい

炉辺会合で聞いた先輩の-言
「人生、これからよ!」
西脇RC

いか」という考えがチラチう、思い浮かぶようにもなる
わけです。同期の会員たちからも、そういう声を聞くよ
うになってきました。

ところが、久しぶりの例会は、私にとって意外なもの

̲「

匝㍉臆￣￣￣

利夫

「∵̲喜 一

私がロータリーに入会したのは、
年目を迎え、2020-

矢納

2003年2月。

18

21年度はクラブの会長を務めます。

でした。会長が、無事に再会できた喜びのあいさつの後

入会当時はロータリークラブとライオンズクラブの違

に、医師、社会保険労務士、市議会議員、雑貨商、さま

いも分からないまま、私自身の人材派遣業に役立てたく、

入会しました。まったく不純な動機であったと今は思っ
ています。

西脇ロータリークラブ(RC)は会員数が50人弱の
クラブで、同業者が少なく、異業種が多く集まっている

ことも魅力の一つであると思います。それぞれが各事業

においての専門家であり、クラブ内で自身の職業につい

て専門的なことをお互いにレクチャーしたり、炉辺会合
の席などで雑談しながら、人生を学習する場ができたり
します。

ロータリーの五大奉仕の一つに職業奉仕があります

が、それぞれが異なる事業を展開しながら、その職業
を通じて地域社会に貢献することも奉仕の一つであり、
ロータリアンとしての価値観であり、魅力であると考え
ます。

そんな中、私自身の事業拡大や母親の逝去などが重な
り、それまで以上に多忙を極め、イライラして、ストレ

スで心身共につらい状況になり、ロータリーの退会を考
えた時期がありました。

そんな時、炉辺会合で年配の会員から言われたのは、
8
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私がロータリーを続ける理由、そしてその魅力
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「人生、これからよ!」

「あと何年、みんなとこんな楽し

い会合ができるかな?」。これからもロータリーライフ

た。この仲間こそが自分を磨き、人生を豊かにす
と思っています。
ロータリーには「ロータリーにNOはない」

を楽しもうとされている会員の言葉でした。
私はこの何気ない言葉が深く胸に突き刺さり、

「私も

リーは自らの手で」

「ロータ

「たかがロータリー、されどロータ

この人のようなロータリアンになりたい。ロータリーを

リー」という口承があります。どんな任務・役割にも積

続けて良かっだと言えるようになろう!」と思いました。

極的に参加し、自分で考え計画立案し、自分たちが手づ

その年配の会員にとっては本当に何気ない言葉であっ

くりで実行し、そして反省し、次の機会に役立てる。そ

たと思いますが、大先輩、同年代、若手を含め、ロータ

うした経験により感動が生まれ、連帯感が膨らむものだ

リアンの同志には仲間意識や絆があると、確かに思いま

と思います。
わがクラブにはこんなモットーもあります。

した。今後も西脇RCのロータリアンで居続けます。
(第2680地区

は威張らない」

兵庫県)

我慢する」

̲̲

-会は1年任期の輪番制で運営されてい

活動に自らの手で前進!

」

「一歩前へ!」

良い仲間がいて生活のリズムをつくってくれていたク

昭治

ラブが休会することになり、新型コロナウイルスはロー

1991年創立の名古屋名歌RCに創立会員とし

た。早く平穏な世の中が戻り、ロータリーライフをエン

名古屋名駅R⊂

大橋

二￣∵∵̲̲「 一

￣中

私は、

「多少の不満は

るから。さあ、新しい会員もベテラン会員も、ロータリー

ロータリーは自らの手で
「-歩前へ!

-入会したら皆平等。

「年寄り

て48歳で入会し、

30年目を迎えます。その間、休む

タリーの存在がいかに大きかったかを教えてくれまし
ジョイしたいものです。

(第2760地区

愛知県)

ことなく例会に出席し続けることができたのは、大きな

病気もせずに健康であったことと、家族の協力・応援が
あったおかげであると、感謝しております。

創立当時の当クラブには66人の会員がいました。年

「幽霊会員もどき」が語る

顔を合わせることの大切さ

齢差も大きく、当時は職業分類の規定も確固としてあり、

さまざまな職種の皆さまがいましたが、まだロータリー

「臆臆臆臆臆臆臆臆￣￣￣

仙台北RC
」

「

締谷

秀弥

臆喜一 一

弘は入会して15年ほどになる、自称「幽霊会員もど

の知識も経験もない人たちの集まりでした。

親クラブから移籍された初代の佐藤勤三会長はこよな

き」である。約15年前に、当時の医師会の先輩である

くロータリーを愛し、理想的なロータリークラブを創立

Y先生から、

することに並々ならぬ意欲を示し、われわれの教育に情

医者以外の付き合いも面白いよ」と言われ、あまり深く

熱あふれる指導をなさいました。例会ごとの「会長あい

考えず、

さつ」の内容は多岐にわたり、時として私の理解を超え

そして他の分野の方々とのお付き合いを含め、大変楽し

る命題もありましたが、とても勉強になる味わい深いも

くロータリー生活を始めた。

「ロータリーは良い社会勉強になるから。

「部活動」に入るような軽い気持ちで入会した。

のでした。そしてテーマに「名駅から世界へ」という大

2へ3年後、家庭の事情から通常例会に参加するこ

きな理想を、新設のこのクラブに掲げました。スペイ

とが困難となり、推薦者にもなっていただいたY先生

ンの建築家アント二・ガウディを例に挙げ、

に相談した。私は「例会に出席できないので退会したい」

50年先、

100年先を見据えた壮大な構想を語っていました。

「l

」

と言ったと記憶しているが、

Y先生は「できることをす

初期の頃は出席率も良く、例会前の異業種交流の場で

ればよい。出席できないときはそれで構わない。できる

もあちこちで話に花が咲き、趣味を同じくする同好会も

ようになったらすればよい。ロータリーとはそういうと

多数つくられました。以後、食事をし、酒を酌み交わし

ころだから」と言われ、しばらく出席率は最低レベルと

ながら、何でも話し合えるような親しい仲間ができまし

なったが、ロータリーを続けることができた(現在は数

Annotation

\.煽辺会合
info「med

炉辺談話、通称「炉辺会合」ともいわれたこの集いは、名称に「座談会」
Group

Meetings)などと変遷があり、一nformaI

(Dis̀uSSion)

「家庭集会」

Meeting

=

i

M̀

「情報集会」
I

(英文の表甜

DMという表現もありましたo現在は

クラブによってさまざまな名称で集会が行われています。
l∵

彰:鴫で÷

令和2年

8月号

ロータリーの友

9

葛捌帥

蘭書山

年連続で例会全出席を続けている)。

方

Y先生には大変感

各ふiききi畠企

ことだった。忙しそうに会社で働くことが、社員から認

謝しているが、残念ながら数年前、不慮の事故で逝去さ

められる姿勢だという考えを180度覆され、

れた。

在感」と向き合う必要に迫られた。その場に居るだけで

「ロータリーの魅力」は、異業種の方を含めいろいろ

な人と知り合い、さまざまなこと、白身の事業にも役立

「自分の存

みんなが安心lする存在……。

さまざまな場面での

前科

に思いをはせた時、全く

Y先生に教えられ

できていない、取り組めていない自分を強く恥じた。一

たのは「人に頼まれたら『できるかできないか』を考え

方で、ロータリーの大先輩たちに対してば安心感と信

るのではなく、

『何ができるか』を考えなさい」という

頼感を抱いていることに気が付いた。居るだけで周囲を

こと。そして「『四つのテスト』に照らし、問題ないか

幸せにできるような人徳者になるための道場、それが

を考えなさい」ということであった。

ロータリーなのだと思い至った瞬間から、私のロータ

つことを教えてもらえることである。

私にとってロータリーの最大の魅力は、

Y先生をはじ

リー人生が始まったと言っても過言ではない。現在は偽

め、多くの魅力ある人たちと知り合うことができ、それ

物のロータリアン。いつの日か、その場に居るだけで周

らの人たちの考え方などを、こうして今でもさまざまな

囲の人が安心に包まれる存在となれるよう、背伸びしな

場面で教えていただけることである。

がらロータリー活動を続けていきたいと思っている。

新型コロナウイルス感染症の影響で、例会も「3密」

(第2840地区

群馬県)

とされ、中止となることも多い日々が続いた。ウェブ会

議で例会をという意見もあるだろうが、たとえ会食を共
にしなくても、ソーシャルディスタンスを取りながらで

ここが踏ん張りどころ

も、実際に顔を合わせるということがロータリーの魅力
ではないかと考える。

(第2520地区

大曲RC

宮城県)

̲-

星野

̲∴睡溺聞蘭画囲￣二一一

一臆

臆-〇二一一一-」

美奈

三三〇̲二一一二

療従事者ならびに関係者の方々に感謝申し上げます。今
回、この特集の原稿依頼が来た時は驚いた半面、今の私

尚香
喜一→

「ロータリーにいる意味が分からない」。青年会議所
の先輩から入会を勧められ会員になったものの、

加賀

初めに、新型コロナ禍において最前線で立ち向かう医

人徳者になるための道場と
気付いた日
桐生南RC

￣￣

「ロー

にぴったりのテーマなので笑ってしまいました。
私は現在入会13年目です。ロータリーの友地区代表
委員を経て、

2018

で地区幹事を、

-

2019

19年度は冨樫龍紀ガバナーの下
-

20年度は地区青少年奉仕交換

タリーを楽しいものにするのは自分次第」という言葉の

プログラム委員長を務めました。ナイトクラブを経営し、

真意が理解できず、いつ辞めようかということばかりを

コロナ禍で苦戦中です。

ロータリーを「続けている」より「踏みとどまってい

考えていた。

ダラダラ活動していた自分の考え方が変わったのは、
2つの出来事に巡り合ったからだ。一つ日は、グローバ

ル補助金事業の式典に参加するべく台湾に渡ったこと。

る」のが現状です。その理由は、踏みとどまっている今

が、人生の踏ん張りどころと考えているからです。
4月に秋田県が当業界に休業要請を発表し、人生初の

「間違ってもならない、むしろ選ばれない」と思ってい

望んでいない長い休暇となりました。その時は、お店も

たクラブ会長職への話を高齢の大先輩からいただき、さ

ロータリーも続けていくことはできないと考えました

すがに断り切れず受けてしまったため、会長エレクトと

が、以前当地区のインターシティーミーティング(IM)

して訪問することになったのだ。

の基調講演で、藤川享胤バストガバナー(山形県・鶴岡

台湾訪問中、新泰RCの皆さんにこまやかな気遣い
と優しい笑顔で接していただき、

「この人たちとつなが

りのある人生を送りたい」と心が動き、

「ロータリーを

続けよう」と初めて感じることができた。

2つ日は、会社で取り組んでいる人材育成の講師か

RC)が、

「退会して後悔した方」のお話をされたこと

を思い出したのです。

自問自答を繰り返しました。私はなぜこの仕事が好き
で、ロータリーも続けているのか?

それは「お客ざま

の不安や幸せに寄り添い、お役に立てることがあれば何

「あなたは社員の仕事を奪っている。居るだけで安

なりと!」の気持ち。そして、お客さまにひとときの時

心感を周囲に与えられるような存在になれ」と言われた

間を豊かに過ごしていただき、笑顔で帰られた時が私の

ら、
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幸せでそれが自己研さんを惜しまないロータリーの職

いっときも日が離せない状況でした。

ロータリーどころではないと退会を考えていた頃、

業奉仕の実践と同じだから!

その折に、地区内外の尊敬する先輩方や友人、同期や

ロータリーの友人たちが「辞めるな」

「頑張れ」と励ま

幹事の恩師に激励のお言葉を頂戴しました。青少年交換

してくれました。おかげで退会を思いとどまることがで

プログラムが中止となった際は台湾の学生が短期交換で

きました。

来日中で、その学生は帰国しましたが、当地区からは派

会社を立ち上げてから3へ4年だった頃、名古屋名

遣できず、嶋田康子ガバナー(当時)、委員やホストクラ

東RCの会長を引き受けろ、という話が持ち上がりまし

ブの大館南RCには残念な結果となりました。しかし、

た。そこで主立った社員を集め、「会社というものはトッ

派遣予定だった学生のお宅に連絡をしたところ、ご家族

プの器量次第であり、今回の話は一つのチャンスではあ

の皆さまから感謝といたわりのお言葉をいただきまし

るが、とてもそんな状況にないので断ろうと思う」と話

た。コロナ禍で人と人との接触を控えなければならない

したところ、社員たちは「自分たちが頑張るから引き受

状況が続く中、人の優しさと思いやりに触れ、感謝の念

けたら」と言ってくれました。

このような過程があり、私が時々いなくなっても社

が尽きません。

「私が踏みとどまっている」のばロータリーは人生

員たちがお互いに話し合ってうまくやってくれるように

「入りて学び、出でて奉仕せよ」の精神

なり、何の支障もないどころか、社員たちが急激に成長

を大切にしだいから。世界が困難を乗り越えた時、皆さ

し、私の仕事が減ってしまうほどでした。私には暇ができ

まと笑って乾杯ができるように自分を磨き、奉仕の理念

ていろいろ考えられるようになり、いい循環が始まった

を実践し、感謝の気持ちで修業の道を歩んでまいります。

わけです。

の道場であり、

(第2540地区

秋田県)

私自身も成長させてもらえたし、全てがうまく回る
ようになったのはロータリーのおかげ、と感謝していま
す。

自分だけでなく社員も成長

(第2760地区

※編集部より:『友』

2020年4月号縦組みP
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愛知県)

「この人訪ねて」

で坂本結末きんをご紹介しています。

「￣

名古屋名東RC

」

臆喜

坂本

一

持去

一

名古屋東商RCの会員であった父が、新しく創立さ
れる名古屋名東R

Cの相羽鐘一・特別代表と親しい友人

だったということもあり、私を名古屋名東RCの創立会
員として誘っていただきました。

1978年の創立までに、

親クラブの会員の方々から厳しい教育を受けたことが、
懐かしく思い出されます。

一方、社長である父は生涯現役を公言していました
し、長寿の家系なので、私は50歳までに独立し、開発

型の会社を立ち上げ 自分を中心に世界を園そうと考え
るに至りました。

商品として、その頃伸びていた焼き肉業界向けに、

「新型コロナウイルスはロータリー
クラブをどう変えるか。変えたか」
アンケートを実施します!
新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、ロータ
リーも例会の休会、奉仕活動の延期、国際大会の中止など、

大きな影響を受けました。コロナ禍はいまだ収束せず、先
行きの見えない状態が続いています。

そこで『友』編集部では、日本全回のロータリークラブ

焦げの付いた金網や鉄板を自動的に洗うロストルクリー

に、新型コロナウイルス感染症によって受けた影響や、対

ナーを世に送り出しました。次に出したのが、同樹こ居

策などについて、インターネットでアンケートを実施しま

酒屋業界が伸びていたので魚を調理する舟形シンクと

す。集計したデータを基に、誌面上で紹介する予定です。

背の低い冷蔵庫とを組み合わせた機械など。いずれも

アンケートは、ローダノーの左堰区代表委貝(もしくは

ラッキーなことに、ヒット商品の連発でした。
当時は景気が良いこともあり、社員の採用に苦労しま
した。父の会社の退職者を口説いたり、チラシで募集し

たりしました。全員が中途入社で、私の言うことは聞い

ガlけ一事務所)を通じて、
にメールで配信予定です。

7月末一8月上旬に各クラブ

「友」ウェブサイトからも回答

桐能ですoご協力を増悪嘆
お願いいたしますo

wwwr吋ymo。omojp

てくれましたが、お互いの連携プレーは苦手な人も多く、
令和2年

8月号
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8月草から

丁H害WORLD
S丁OPPED.
最も重要な局面で
超我の奉仕を実践する
職業人たち

丁HEY

D園DN園丁

世界が止まっても、彼らは止まらなかった
取材:フランク・ビュール、ヴァネッサ・グラヴィンスカス、ジェフリー・ジョンソン、ダイアナ・ショバーグ
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かったこと、そして彼らに遺体と対面
できないことを伝えました。遺族は直
接の別れを強く望みましたが、かなえ
てあげられませんでした。最もつらい
瞬間でした。

私たちは通常、着心地のよいコット

ンの作業着を着て働いていましたが、
2月の終わりから毎日13-14時間、

全身防護服の着用が義務付けられまし
た。救急処置室の中はかなり暑いのに、

動き回らなければなりません。全身よ
ろいをまとっているようなもので、汗

が出ます。しかも、素早く正確な作業
を行わなければならず、かさばる全身
防護服で作業することはとても大変で
す。しかも、笑顔を見せて患者さんの

気持ちを和らげることもできません。
こうした姿は、人とのつながりを失う
ことになります。

希望の光は、私たちが多くを学んで
いるということです。若いスタッフと

経験豊富な医師が協力し合い、未知で
困難な状況に垣画し続けています。共
通の敵に対し、病院全体がチームワー
クで闘っています。

ジョバン二・カッパ

病院の至る所に患者がいました。臨時

救急外来医

パソコンなどの備品が足りませんでし

膨大な作業量は、人から感情を奪いま

イタリア・パブィアRAC

た。しかし、それはほんのささいなこ

す。すべきことがたくさんあります。

とにすぎませんでした。そもそも、全

多くの死を見ながら、多くの命を救っ

ての患者が必要とする酸素が不足して

ています。患者と家族のために強くな

いたのです。

ろうとします。

病院に勤めています。

で処置室を設置しましたが、管理用の

これは簡単なことではありません。

私ほイタリア北部の大学
この病院には、国内有

私たちは多くの難しい選択を迫られ

多くの医師や看護師が燃え尽きたよ

数の救急外来設備があ

ました。多くの患者は入院時点で、呼

うに病気になりました。私の同僚の多

吸困難に陥っており、人工呼吸を必要

くは、発生時から家族と会っていませ

としています。緊急処置室まで歩き、

ん。愛する人から離れて別のアパート

アを襲ったのは、中国での最初の症例

その場で倒れてしまう患者さんもいま

に引っ越した人もたくさんいます。家

が報告されてから2カ月後のことで

した。人々は震え上がっていました。

族に感染する恐れがあるからです。

した。日々多くの調査結果が出ていた

集中治療室の数少ないベッドはあっと

ため、毎朝その報告がありました。薬

いう間に埋まってしまいました。

ります。

新型コロナウイルス感染症がイタリ

私たちは地域社会から多大な支援を

受けてきました。私たちは、ロータ

剤と人工呼吸器パラメータに関するガ

私たちは医療を必要とする人に対し

リークラブやローターアクトクラブか

イドラインは毎日変更され、新たな症

できる限りの医療を提供することは当

ら支援してもらいました。救急外来に

例に対応していかなければなりません

然と思っていましたが、もはやそのよ

は毎日レストランや、一般の人からピ

でした。

うなことを言っている場合ではありま

ザなどの差し入れが届きます。このよ

最初の数日間、大勢の患者が病院に

せんでした。限られた物資を必要最小

うなことから、われわれ医療従事者が

押し寄せたため、この地域の多くの救

限で使い、生存する可能性の高い人の

病院の外の地域社会の人々から感謝さ

急外来が医療崩壊しました。私たちの

治療を優先させる必要がありました。

れていることを知り、本当にうれしい

病院では他の地域からも患者を受け入

それは悲劇的でした。

ことです。心から感謝しています。

れましたが、ベッドを置く場所もなく、
令和2年

8月号

私たちは遺族に、愛する人を救えな
ロータリーの友
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ローラ・ジ工二ングス
高齢者施設管理者
アメリカ・ウィスコンシン州

サンプレーリーR⊂
は、高齢者支援をして

いるNPO団体コロニ

アルクラブの所長で
す。新型コロナウイル

ス感染症が拡大する前、私はこの施設
の全てのプログラムを作成していまし

た。ここでは、一日に20-25の介

護プログラムを行い、週5日、温か
い食事を届け、平日は30へ35人の
高齢者を施設に受け入れていました。

施設を閉鎖した後は、施設内介護を
行うことができなくなりました。そこ

で現在、私は食事を提供する支援を行
っています。私たちは食事を必要とす
る人全てに食事を提供しています。

1

日100食だった提供数は、約160食

になりました。

食事を配達する運転手と高齢者への

感染リスクを最小限に抑えるために、
配達スケジュールを変更しました。温

かい食事を週5日提供するのをやめ、

月曜日に2食、水曜日に3食を提供
しています。以前は5人の運転手が
いましたが、ほとんどが退職した高齢

アルナ・タンティア
産科医/婦人科医
インド・ソルトレイクメトロポ
リタンコルカタRC

痛は順調に進み、最終的にはマスクと
防護服を着用して、出産を成功させま
した。母親はとても幸せそうでした。

他の病院では、母親が出産後に陽性

反応を示した例がいくつかあります。
母親を新型コロナウイルス感染症に対

応する指定病院に送らなければなら
25年以上の経験があ

ず、赤ちゃんと離され、授乳もできま

私は産婦人科医として
り、 2,000人以上の赤

せん。赤ちゃんに感染させるわけには

ちゃんを取り上げてき

ました。私が働いている病院では、毎

いかないのです。

このような時に働けて、社会に役立

月約60人の赤ちゃんが生まれます。

つことができて本当に幸せです。本当

幸いなことに、これまでに新型コロナ

に光栄です。今は大変な時で、いつ正

ウイルス感染症の検査で陽性となった

常に戻るか分かりませんが、それま

母親はいません。

で、患者はケアなしでは生きられませ

最近、防護服を着用して赤ちゃんを

ん。私たちば自分自身のケアをし、そ

取り上げました。高リスク妊娠で、帝

れから患者のケアをしなければなりま

王切開が必要だと思われましたが、陣

せん。
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者であり、ウイルスに感染するリスク

があるため、彼らによる配達を中止
しました。しかし多くの素晴らしい人

たちが増員されました。現在、配達す
る運転手は毎日12人います。今では

数人のロータリアンが食事を配達して
おり、さらに私が所属するサンプレー
リーR

Cから食事プログラムに2,000

ドル(約20万円)の寄付を受けまし

た。これは地域社会の努力のたまもの
です。

今、外に出られない高齢
者にとって非常に大変な
時となっています,この施

設は、多くの高齢者が交
流に来る場所でした
今、外に出られない高齢者にとって

護服を、希望する家族にはマスクを提

ビル・ブッカー

供しています。そして誰もがマスクを

非常に大変な時となっています。この

葬祭業

施設は、多くの高齢者が交流に来る場

アメリカ・アーカンソー州

所でした。今、彼らがここに来ること

リトルロックRC

着けて仕事をします。

なりました。母を失うことは非常につ
らいものでしたが、悲嘆に暮れる他の

ができないことを私たちは寂しく思っ
ています。施設は静まり返っています。

ばアーカンソー州全

今も私たちは高齢者を支援していると

体で約30の葬祭場を

実感はありますが、この施設に早く高

持つRoller

齢者が戻ってきてはしいとも思ってい

Homesの社長です。

Funeral

ます。近いうちに元通りの生活に戻る

新型コロナウイルス感染症は私たちの

ことを願っています。

お客さまに影響を及ぼしています。私
たちの施設には一度に10人以上の人
が立ち入れないため、

8月号

家族と悲しみを共有することができま

今回のウイルスほど、私
たちのスタッフが恐れや
懸念を感じたことはあり
ません

5人以上の人が

葬祭場に来るのをお断りしています。

令和2年

私の母は3月15日に心不全で亡く

した。私も、母の葬儀の時に参列する

つまり弔問や通夜はごく限られた人だ

家族を増やせないという同じ問題を経

けの参加になります。

験しなければなりませんでした。人は

愛する家族を新型コロナウイルス感

抱擁したり、握手したり、お互いを見

染症で亡くした遺族は、臨終に立ち会

つめたり、涙を流したり、一緒に笑っ

うことができませんでした。これはさ

たりする必要があります。今、私たち

らなるストレスを生みます。数カ月前

ば人々に投げキスを奨励しています。

まで聞いたこともないようなウイルス

多くの人が2mの距離をおいて語り合

が原因で家族を亡くした上に、自分た

います。

ちに感染が広がる可能性があるので

私はどんな葬式が良い式だと思うか

す。この重圧は人々に重くのしかかり

と聞かれることがあります。そんな時、

ます。

私は「涙を流しながらも笑いがあった

今回のウイルスほど、私たちのスタ

式だ」と答えます。悲嘆には悲しみだ

ッフが恐れや懸念を感じたことはあり

けでなく、ユーモアも含まれます。悲

ません。家族にウイルスを持ち帰るこ

しみの中でも、良かっだ時のことを覚

とを心配します。全てのスタッフに防

えておく必要があるのです。
ロータリーの友

1与

鋼鉄製の箱の中に閉じ込められて、ど
こへも行けない状態だったのです。

検疫が終了すると、残りの乗客は下

船することが許可されましたが、飛行
機を利用できずに帰国できない不運を

乗客が5人いました。また、世界中
からやってきた何百人もの乗務員がい
ます。そこで、会社は皆を家に帰すこ
とを決定しました。

5隻の船がフロリ

ダとバハマの間の大西洋で、乗客と乗

組員を交換し、この船はアジア、他の

船はヨーロッパ、南アメリカへと、帰
国させたのです。家に帰ります。

これらの乗客が船に戻っ

マイケル・リンド

これらの乗客が船に戻った数日後、
病人が出始めました。そして、どの国

クル÷ズ船乗務員

も私たちが寄港して下船することを許

スコットランド・フォレスRC

可してくれませんでした。モンテビデ

た数日後、病人が出始め
ました。そして、どの国
も私たちが寄港して下船
することを許可してくれ
ませんでした

オやリオデジャネイロ、そしてバルバ

2カ月前にスコットランドに戻って

は、通常約1,200人

ドスへの寄港を試みました。バルバ

きましたが、遅くとも6月末にはま

の乗客と約900人の

ドスでは、重病の乗客1人が下船し、

た船に乗っていると思います。多くの

乗務員を運ぶ大型ク

治療のためにアメリカへ護送されまし

母親がそうであるように、母は私を心

ルーズ船の2等航海

た。約宣カ月の航海の後、ついに寄

配しています。食事をしているか。睡

士です。新型コロナウイルス感染症が

港が許可されたマイアミに向かいまし

眠はとっているかと。ここで立ち止ま

広がり始めた時、私たちは南アメリカ

た。悲しいことに、マイアミに着く数

ることは理想的ではありませんが、状

から南極大陸までを巡航していまし

時間前に2人の乗客が亡くなりまし

況がはるかに悪化していることは知っ

た。最初はラッキーだと感じました。

た。着岸後、危機的状況にあった他の

ています。私には暖かいベッド、十分

なぜなら、船内に感染者はいなかった

病人はすぐに救急車で近くの病院に運

な食物、そして仕事があります。また、

ので、ここが世界で最も安全な場所だ

ばれました。

人々が家に帰れるように支援できるこ

と思ったからです。しかし、船舶会社

13人を除く全ての乗客を降ろすの

が全てのクルーズを一時停止すること

に5日間かかりました。この間、定

私は通常3ヵ月間船で作業し、そ

を発表した後、アルゼンチンのブエノ

期的に救急車が来て、病気の乗客と乗

の後3ヵ月間休暇を取ります。です

スアイレスに停泊。港に到着する前に、

務員が地域の病院に移送され、治療が

から、私はロータリークラブに入会し

乗船者全員の体温がチェックされ、健

受けられるようになりました。残りの

ました。家にいる時は、ボランティア

康が確認されたため、一部の乗客は下

乗客と乗務員は、アメリカが乗客の下

活動に時間を費やすのか好きです。私

船しました。そのうち何人かは飛行機

船を許可するまでの14日間、検疫の

は24歳で、クラブで最も若い会員で

で家に帰る計画をしていました。翌日

ために船内にとどまらなければなりま

すが、ロータリーを本当に楽しんでい

の深夜、アルゼンチンは国境で検疫を

せんでした。乗務員の一人である40

ます。船からZoom

実施しました。国境は閉鎖され、全て

代後半の男性を含め、合計6人が亡

ビス)経由でクラブの例会に参加して

の飛行機がキャンセルされました。当

くなりました。ご想像の通り、そのこ

います。仲間の顔を見られてほっとし

時、乗客の中には、空港から再び船に

とは本当に乗務員の士気を揺さぶりま

ますし、彼らはいつも私の近況を聞き

戻ってきた人、アルゼンチンにとどま

した。多くの乗務員にとって精神的に

たかります。そんなことがあると私は

る人も含め200人がいました。

厳しい状況でした。ウイルスの入った

家に帰りたくなります。
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クル、動物の管理、車両のメンテナン

スなどを行っています。これらは全て

欠かせない任務です。樹木が倒れてい
ても、大雪が降っても、感染爆発が起
こっても、サービスを提供し続ける必
要があるのです。

3月に、私たちはこの地域で感染者

が増加し始めていることを知りまし
た。マスク、特にN95マスク(防塵

マスク)はすでに不足していました。
リサイクル品の収集センターは16カ

所あるのですが、その収集に当たる最
前線のスタッフをまず守るようにして

います。今、誰もが家にいてガレージ
などを片付けているため、埋め立てセ
ンターとリサイクルセンターは物であ

ふれています。現在、混合リサイクル
品の一部を選別することができないの
で、埋め立て地に移送しています。

今、誰もが家にいてガ
レージなどを片付けて
いるため、埋め立てセン
ターとリサイクルセンター

は物であふれています
公共事業所で働いているといって
も、実際にどんなことをしているのか
知っている人はほとんどいません。ト
イレの水が流れて、蛇口から水が出て、

ごみを捨てる場所さえあれば、それ以

上のことは考えません。しかし、それ
らのインフラがなかったら大変なこと
になるのです。

地域の多くのレストランなどば、看
護師や最前線で働く人を応援していま
す。私たちも同じように応援してはし

いとは言いませんが、連邦政府が公務

ライアン・ブランケ

ばサウスカロライナ州

員を重要なインフラを整備する労働者

ヨーク郡公共事業部の

として評価してくれたとしても、同じ

公共事業職員

部長輔佐です。人口は

ように応援してもらえないことも分か

アメリカ・サウスカロライナ州

28万1,000人と小さ

っています。でも、私の気分は前向き

な地域で、公共事業部門には250人

です。私たち公務員だって頑張ってい

ちょっとの公務員がいます。公共事業

ます。私たちは、胸を張って「私は

部では、道路の維持管理、上下水道の

ヨーク郡公共事業所で働いています」

供給、埋め立てとごみの収集、リサイ

と言い続けます。

ヨークRC

令和2年

8月号
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※肩書きは全て2019-20年度時点のもの。R

講演:マーク・マローニーR
総長、

lは国際ロータリー、RCはロータリークラブの暗

i会長、セリア・ジアイ国際大会委員長、アントニオ・グデーレス国連事務

K.R.ラビンドラン財団管理委員長エレクト、ゲイリーC.K.ホアン財団管理委員長ほか

司会:マーク・ライト(ニュースキャスター/シアトルRC元会長)

オープニング

日本時間6月20日(10:00PM)

イタリアでの新型コロナウイルス感染症対策
マーク・マローニーR看会長コメント

ローダノー族セレモニー
セリア・ジアイ国際大会委員長コメント

ロータリーと国運の歴史紹介
アントニオ・グデーレス国連事務総長コメント
マーク・マローニーR

i会長コメント

各国の新型コロナウイルス感染症対策へのインタビュー:

進行

アリーシャ・デービス
(エミー賞受賞ジャーナリスト)

ポップオペラ・カルテット「ARIA」の歌声披露
K.

R.ラビンドラン財団管理委貝長工レクトコメント

架空都市Anytownを舞台に成長のアイデア

◎マーク・マローニー会長スピーチ

私は妻のゲイと世界中を回り、ロータリアンやロー
タリーの家族と会ってきました。しかし、新型コロナ
ウイルス感染症のまん延により世界は一変し、ホノル

ル国際大会も中止せざるを得ませんでした。一方で、
バーチャル国際大会としたことで、全会員をオンライ
ンで招き、さらに、空の旅もなく、宿泊もなく、二酸
化炭素の排出量を非常に少なく抑えることができたこ
とにより、ロータリー史上最も環境に優しい大会が実
現できました。

年度初め、私はロータリーの成長と革新的なクラブ
の結成を強調しました。プロジェクトの影響を拡大す
るためには、会員が成長し、ニーズに対応する能力を

高めていく必要があります。また、家族は何よりも大

専門家によるパネル討論
(ロータリーとそのパートナーによる役割についてなど)

マーク・ライト
進行
パネリスト
クリストファー・工リアス
(ビル&メリンダ・ゲイツ財団グローバル開発部長)

レベッカ・マーティン博士

切です。家族に、ロータリーの奉仕と家庭のどちらか
を選択させるようなことがあってはなりません。
私たちは仕事の同僚、将来のメンバーに、ロータi)-

のリーダーシップへの道を築かなければなりません。
ロータリーは他の組織にはないものを提供しています。

(CDCグローバルヘルスセンターディレクター)

世界中の人々が奉仕と平和の精神でつながることがで

ブルース・アイルワード

きるものです。そして、私たちはポリオ根絶活動を続

(WH

けます。ポリオ根絶のために築かれた基盤は、いずれ

O事務局長付シニアアドバイザー)

へンリエツタH.フォア
(ユニセフ事務局長)

ロータリーは人と人をつなぎ、世界各地で人々の声

に応え、指導的役割を果たしています。急速に変化す

レベッカ・フライ氏のコメント
(ソーシャル・インパクト・ネットワークR

ゲイリー⊂.

新型コロナウイルスへの対策にも役立つことでしょう。

C会長)

K.ホアン財団管理委員長コメント

まだご覧になっていない方は下請動画にアクセス!

る世界の課題に対応し、人々の生活を改善し、地域社
会を支援しています。私は今ほどロータリアンである
ことを誇りに思ったことはありません。今も、そして
これからもロータリーは世界をつなぎます。

●第1回本会議:ロータリーと共に′′ちから′′をつなごう(TogetherWeConnect)

○○

2020年ロータリーlトチヤル国際大会

YouTube動画

令和2年

8月号

youtu.be/SudvOP3RuPk
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講演:マーク・マローニーR I会長、セリア・ジアイ国際大会委員長、ホルガ一・クナークR
レクト、ジョン・ヒューコR i事務総長、シ工カール・メータRi会長ノミニーほか

i会長工

司会:マーク・ライト(ニュースキャスター/シアトルRC元会長)

オープニング

日本時間6月21日(10:00PM)

シェルターボックスの活動紹介
マーク・マローニーR

:…・○○

l会長コメント

セリア・ジアイ国際大会香呂長コメント

謄⑥蝿厭凋灘鎌謎

ハワイ・ホノルル壁画プロジェクト
インターアクト・ソーシャルディスタンス

親愛なるローダノーの友人の皆さん、今、世界の各
ソーシャルディスタンス・シアトルR

⊂

地からこのバーチャル国際大会を視聴してくだきって

オンライン例会開催事例
卓話 アダム・プロットマン

いる皆さん、ほとんどの人々がこの大会を自宅で視聴
していることでしょう。私もドイツの自宅から参加し

(スターバックス元最高デジタル責任者)

ています。これだけ多くの仲間のロータリアンに会う
且-クラブの活動

機会を持てたR

ニュージーランド・ウオッシュR

◎ボルガ一・クナークR

C

たでしょう。

i会長エレクトスピーチ:

i会長エレクトは今までにはいなかっ
1月の国際協議会でのテーマ講演で変革

と革新について話した時、その変化がここまで早くやっ

てくるとはとても想像できませんでした。今ここにあ
る課題を解決することで変革を促せるのです。
グレートブリテンおよびアイルランド(R

i

B

I

)クラブ

会員増強・維持成功事例

ロータリーの成長とは、会員のニーズをしっかりと

満たすことである、と私は理解しています。そして奉
各国の新型コロナウイルス感染症への対応

たちの中核的価値観をしっかりと守ることを意味しま

世界で活躍するロータリー平和フェロー
ジョン・ヒューコR

仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップという私
す。中核的価値観を体現する方法の-つは、新しく強
化されたロータリーとローターアクトのパートナーシッ

I事務総長スピーチ

プを生かすことです。

ポリオ根絶活動最新情報
ポリオ根絶活動のパートナー組織(G

P

E

I

)

変化を取り入れることとは、若い職業人に力を与え、
ロータリーにおいてより多くの女性が役職に就くこと、

シ工カール・メータR

i会長ノミニースピーチ

します。しかしそうであっても、つながりを求める人

スピーチ「ワクチン忌避」

科学教育者

そして多様性を通じて会員基盤を強化することを意味
間のニーズは不変です。ロータリーはそこで果たすべ

ビル・ナイ

き役割を担っています。新しいテクノロジーを受け入
特別パフォーマンス

れ、新しい会員を受け入れ、ロータリーが輝くための

ハワイ出身・ウクレレ奏者

マーク・マローニーR

ジェイク・シマブクロ

!会長閉会メッセージ

新しくよりよい方法を見つけ、引き続き世界にインパ
クトを与えていくということです。ロータリーは、私
たちが奉仕する人たち、そして私たち自身に機会の扉

まだご覧になっていない方は下記動画にアクセス!

●第2回本会議:ロータリーと共に学びを深めよう(TogetherWe
-- 2020年ロータリーバーチャル国際大会
YouTube動画

20

を開きます。

Learn)

youtu.be/iIaWfUbP7rQ
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6月から7月にかけて数多くの議題で分科会がライブ開催され、

6月開催分は同時通訳による日本語で中継ざれ

ました。全ての会合は録画され、ページの-番下に記載したUR」にアクセスすることで、セッションの模様を動
画で閲覧できます。分科会で使用されたスライドや配布資料などは、ロータリーのラーニングセンター(leam.
rotary.org/members/learn/dashboard/Channei/90)から取得することができます。

ロータリー行書をグリーンに:
プラスチックをなくし、二酸化炭素削減を目指そう
「バーチャル国際大会は、これまでになく環境に優しい

国際大会です」。環境の持続可能性ロータリアン行動グ
ループの与人が取り組みを紹介。交通手段やプラスチッ
クを使わない食事の提供方法、

Eチケットの利用など、

ロータリーの行事開催時に考慮すべき点や、行事の規

模や交通手段などを入力すると二酸化炭素排出量
(Carbon

Footprint)を計算するアプリの紹介も。地球

規模の問題だけに、多くの質問が飛び交っていました。
WWW.eSrag.Org/green-eVentSでアプリのダウンロード

が可能です。ウェブサイトは日本語に変換して読めます。
2021年のデジタルトレンド:

ミレ二アルを引き付けるテクノロジーの使用
ミレ二アル世代(「980˜90年代生まれ)はデジタル技

術の変革と共に成長してきた世代。スマートフォンや
ソーシャルメディアの利用率が高く、地元での奉仕に
も興味のある人たちですが、残念ながらロータリーク
ラブには数パーセントしか参加していません。 「柔軟
性、価値、職場や社会への溶け込み」などを大切にす
る彼ら。

Eクラブなどでも活用される最新のデジタル

サービスの紹介とともに、彼らを引き付ける方策につ
いて話し合われました。今後は新型コロナウイルス感
染症の影響もあり、デジタルテクノロジーの活用はま
すます重要です。

世界のロータリアンのさまざまな活動グループが、そ
の内容を紹介しています。ウェブサイト上の「友愛の
家」の地図を拡大して、興味のあるブースをクリック
すると、その活動やメンバーを紹介する映像が出てき

ます。本来なら友愛の家は広い会場にあるのですが、
バーチャルの良い点はクリックだけで移動できるので
疲れないこと。ビールの愛好会ブースに立ち寄っても
飲めないのが残念でしたが、音楽の愛好会は指揮に合

わせて世界各地からメンバーが歌う動画を披露するな
ど、各ブースの工夫を凝らした紹介についつい長居?
してしまいました。来年の国際大会の予習として、の
ぞいてみてはいかがでしょうか?

ヘビーメタルの愛好会の会合の様子。皆が激しく頭を振る
ので、スクリーンショットがうまく掠れません

●分科会一覧ページ
6月
6月開催convention.rotary.org力a/honoiuiu/featured-breakouts

7月開催

令和2年

8月号

→

convention.「otary,Org方a/honoiuiu仙Iy-breakouts
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8月号から

イギリス

●ル￣マプ

ァメリ㌔
インド

●
グアテマラ

荒島薄塩韻翳行動人」
ルーマニア

イギリス

アメリカ

(ポリオ根絶)キャ

新型コロナウイルスのパンデミック

ロータリークラブ(RC)が公共の場

ンペーンへの寄付金を募るために、ナ

に直面し、クルジュナポカ・ローター

に9台のピアノを設置。誰でもピア

ーバース&ポイットランドRCはロー

アクトクラブはSNSでオンラインの

ノを楽しむことができるようにしまし

タリーをテーマにしたスカーフを販売

メンタルヘルス・キャンペーンを実施

た。ピアノは自家醸造ビールを出すパ

しました。スカーフをデザインしたの

し、芸術など心を満たしてくれる活動

ブやショッピングモール、喫茶店など

はペンブルックシャー大学でファッシ

をネットで公開するよう呼び掛けまし

に設置され、近々さらに増やしていく

ョンテキスタイル(織物)を専攻して

た。ハッシュタグは「♯stayhomeを

予定です。ピアノには、アーティスト

いるミア・ビューイットソン=ジョー

最高の体験にする方法」。フェイスブ

に300ドル(約3万円)を支払い、アー

ンズさんで、グラフィックスを専攻し

ックやインスタグラムへの同クラブ

トを描いてもらっています。

「人々は

ているサム・ステーブルスさんが協力

の投稿は閲覧数が3,000回を超えま

立ち止まって演奏を聴いたり、美しい

しました。国際ロータリー(RI)か

した。

アートを眺めたりしています」と同ク

らロゴ使用の許諾を得て、

2019年に

ソースは私たちの知性と創造性と、そ

ラブの前会長ネイサン・ハルさんは言

販売が開始されました。同クラブ会員

して人の力になりたいという思いの

います。

「ピアニストたちがモーツア

のジョン・ヒューズさんによると、売

み。ルーマニア語には、

ルトからヴァン・へイレンまでいろい

上数は今年の4月で100枚近くに上

で楽園をつくれ』ということわざがあ

ろな曲を弾いてくれるので、みんな大

り、さらに追加の販売予定もあるとの

ります」と同クラブ会員のロアナ・ヴ

ことです。

アルターさんは言います。

ワシントン州ヤギマサンライズ・

End

Polio

Now

「アメリカやカナダでも何

「資金はいりませんでした。リ

『持てるもの

校か売れました」とヒューズさん。特
製スカーフを販売するというアイデア
は、

2016年に会長エレクトだったメ

アリー・アダムズさんが発案しました。
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グアテマラ

インド

100人以上のグアテマラ人女性が、

Directの利率

バピRCが創立してから20年の問

アメリカ・カリフォルニア州サンマテ

が低いこと(融資額は200ドルから

に、会員たちは学校、病院、大学の

オのヒルズデール高校インターアクト

4,000ドルまで、約2万円一約40万

設立を見守ってきました。

ラブは街を丸ごと一つ生み出したよう

N

G

OよりもNamaste

「うちのク

クラブとその提唱クラブであるサンマ

円)、コンサルティング実践論に従っ

テオRC、そしてNPOのNamaste

ていること、そしてロータリーの関与

なものです」とケタン・パテルさんは

Directにより綬演的な支援を受けま

をグラハムさんは挙げています。

言います。同クラブ会員であるカルヤ

した。

くの女性が町の小さな雑貨屋の店主

ン・パネルジーさんがR

ここ数年、引率のロータリアンと教

で、中には地元の市場で売るために洋

したことを記念し、人工透析を無料で

師と共に、約100人のヒルズデール

服や日用品を大量に仕入れる人もいま

提供するプロジェクトを同クラブとし

高校のインターアクターが、グアテマ

す」とグラハムさん。その他、ナッツ

て20重1年に開始。このプロジェク

ラ中部高地にある都市アンティグアを

や鶏肉、チョコレートを売ったりする

トは今日でも続いています。これまで

訪れています。その目的は、支援した

人もこのプログラムの恩恵を受けてい

に3,800人近くの患者が3万2,000

女性たちと会うこと。支援金は、生徒

ます。

回以上も透析を受けました。

「多

I会長に就任

「透析は

が主体となってタコスディナーなどを

完全無料です」とパテルさん。費用は

行って集めました。

ロータリアンと地元住民の寄付金とク

小口融資や金融リテラシーのワーク
ショップ、メンタリングなどが女性に

ラブによる募金で賄っています。
-BRAD

WEBBER

力を与えた事実を学べるこの現地訪問
は、生徒たちの認識を大きく変えてく
れる綬験だとNamaste

Directの創立

者で最高責任者のロバート・グラハム

さんは言います。このプログラムが

成功する大きな要因として、多くの
令和2年

8月号
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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

ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識
一奨学金制度編ウンセラー」となって、日常の相談相手や交流の橋渡し

★ロータリー米山記念奨学会について

役となります。奨学生は毎月1回以上、世話クラブの

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、日本のロ

例会や奉仕活動に参加し、大学生活では得られない出会

ータリーが協同で運営する奨学財団であり、財源は主に

いと交流を通じて、日本の心、ロータリーの心を学びま

会員の寄付で成り立っています。日本独自のプログラム

す。これは会員にとっても、多様な文化や価値観への理

ですが、国際ロータリー(R重)からも国内全34抱区

解を広げる機会になっています。

の多地区合同活動として認められています。

財団法人設立、

1967年に

2012年1月には公益財団法人に移行し

★新型コロナウイルスによる影響に対応して
今年は新型コロナウイルスの感染拡大により、外国人

ました。

留学生への支援・交流を目的とする当事業も多大な影響

★支援の対象は外国人留学生

を受けています。

事業開始から一貫して、日本の大学・大学院などで学

具体的な例として、毎年4月に各地区で開催する米

ぶ外国人留学生を対象にしています。2020学年度(4へ

山奨学生のオリエンテーションは中止または延期となり

3月)採用の奨学生数は全国で883人と、外国人留学

ました。世話クラブの例会が休会となり、奨学金を手渡

生を対象とした民間の奨学金では国内最大規模です。こ

すことができない、奨学生が母国への一時帰国後、新学

れまでに累計で、世界129の国と地域からの留学生2

期が始まっても日本に入国できずにいる、といった問題

万1,624人を支援しています(2020年7月1日現在)。

も起きています。

★世界の平和を願って始まった国際奨学事業

米山記念奨学会ではこうした事態に対応すべく、通常

最大90日までの出国期間を延長したり、手渡し以外の

事業の始まりは1952年、東京ロータリークラブ(R

奨学金支給を認めるなど 当会の選考・学務委員会にて

C)の当時の会長、古澤丈作氏によってつくられた、海

随時対応を検討しています。また、昨年度実施できなか

外、特にアジア諸国から優秀な学生を日本へ招き、奨学

った奨学生行事を今年度に持ち越す地区のために、特別

支援する「米山基金」の構想にさかのぼります。

補助費を予算計上するなど今後とも各課題に対処して

「米山」とは、

日本のロータリーの父

と呼ばれた米

山梅吉氏(1868へ1946)のことです。タイから初め

て奨学生を迎えたのは2年後の1954年。以降は、海

いく所存です。
★奨学金の種類と特徴(2020学年度)

外からの招へいではなく、在日留学生への支援に方針を
変え、東京R

Cの単独事業から全国の地区に拡大・発展

しました。留学生数の増加に伴い、ロータリー所在国に

限らず世界に門戸を聞くなど時代とともに変化しなが
らも、ロータリアンと外国人留学生との交流を通じて国

際親書と世界の平和に寄与する、という事業の目的を今

月額
ロータリー米山

期間

募集システム

人数

言己念奨学金一覧

1.学部課程(YU)

10万円

2.修士課程(YM)

14万円

3.博士課程(YD)
4.地区奨励

日まで貫いてきました。

5.クラブ支援

★最大の特徴は世話クラブ・カウンセラー制度

6.海外応募者対象

最長2年

14万円

指定校

7万円/

1年/

※10万円

※最長2年

14万円

10万円

(学部生)

14万円

(波航・住

823人
推薦

17人

1年

世話クラブ
推薦

13人

2年

公募

28人

6カ月/

(穀醒)

その日的を実現するための制度が「世話クラブ・カウ
ンセラー制度」です。米山奨学生には、地域のロータリー

クラブから「世話クラブ」が選ばれ、会員の一人が「カ
24
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7.海外学友会推薦

1年

海外学友会

推薦

2人

居費別)

※高専専攻科、専修学校高度専門士課程の場合
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「よねやまだより」では、毎年8-9月号に
を読めば「米山とは何か」

「特徴は?」

′基礎知識

を掲載しています。この2号

「寄付はどのように使われているか」など基本的

な情報が分かると、毎年好評をいただいているシリーズです。新会員の方はもちろん、
ベテラン会員の方にもぜひご-読いただき、

′′日本のロータリーの誇り

と呼ばれるこ

の米山記念奨学事業について、最新情報を知っていただければと思います。今月は「奨
学金制度縞」、来月は「寄付金・財政編」をお届けします。

○学部課程・修士課程・博士課程奨学金

看海外応募者対象奨学金

一大学・大学院生対象のプログラム

一海外在住の日本留学希望者が応募できる制度

大学・大学院の正規留学生が対象で、採用者の9割

日本での留学先が決まっている外国人が、海外から個

2020学年度は学部345人、修士

人で応募できるプログラムです。最も困難を伴う来日初

241人、博士237人が採用されました。各地区の米山

年度から支援でき、奨学期間は2年間です。在日留学生か

記念奨学委員会が指定校を定め、推薦された学生を面接

らの選考ではないため、留学生数の多い国に偏らず、国

選考して合格者を決定します。奨学生が世話クラブに通

籍や人材の多様化が進められると期待されています。各

える範囲内で、地区外の学校も指定校にできます。

地区は割り当て数の枠外で1人を採用できます。応募

以上を占めます。

■地区奨励奨学金

要件として基礎レベルの日本語能力が求められますが、

一大学・大学院以外の教育機関を対象とするプログラム

過去に勉学を目的とした日本滞在歴のある人は応募でき

地区の裁量によって、短大・高専・専修学校などを指

ません。ただし、

2020学年度から、ロータリーの青少

定校にし、在籍する留学生を支援できる制度です。学部

年交換での日本滞在歴は例外として認められています。

相当の高専専攻科、専修学校高度専門士課程を除き、奨

臆海外学友会推薦奨学金

学金の額が修士・博士課程の半額である代わりに、

一海外学友会との協同プログラム

1人

の枠につき2人を採用できます。近隣に大学がない地

海外の米山学友会が、現地の日本留学希望者を募集・

域にも世話クラブを広げることによって交流の機会が

選考し、推薦するプログラムです。2021学年度は前年度

広がり、事業への理解を得られる効果が期待されます。

同様、台湾に2人、韓国に1人の推薦枠が与えられます。

2020学年度は8地区で17人が採用されました。

既に博士号を保持し、大学などに勤務する教授・上級研

看クラブ支援奨学金

究者を対象に、日本での研究活動を1年間支援する研

一現役奨学生のための期間延長プログラム

究助成プログラムです。この制度は、海外学友会の活性化

現役奨学生の世話クラブが、奨学期間を延長して支援
したい場合に適用されるプログラムで、

や現地での米山奨学金の認知度向上に役立っています。
ロータリー米山記念奨学会事務局

6カ月または1

年の選択制です。延長期問の奨学金の半額を、世話クラ

米山諦念奨学事業、

ブが負担します。博士号取得見込者のほか、上級課程へ

お問い合わせは、

進学する現役奨学生が対象です。ただし、延長によって

TeL

地区の新規採用人数が減るため、採用を控える地区もあ
ります。

(公財)米山記念奨学会まで。

03-3434-8681

Eメール:

Fax.

O3-3578-8281

mail@rotary-yOneyama.Orjp

ウェブサイト:

2021年台北国際大会&

「よねやまだより」についてのご意見・

www.rotary-yOneyama.Orjp

「出会いin台湾」へのお誘い

今年度のロータリー国際大会は来年6月12へ16日、台北(台湾)で開催されます。ロー

タリー米山記念奨学会では友愛の家にブースを出展し、分科会を催して米山記念奨学事業を

世界のロータリアンにPRする予定です。さらに、会期中の12日には、第3回世界米山学
友の集い「出会いin台湾」が、台湾米山学友会の主催で開かれます。同学友会は500入超

の会員を擬し、ロータリアンとなって活躍する学友も多くいます。台湾をはじめ、世界中の
米山学友と再会する絶好のチャンスですので、お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
なお、

「出会いin台湾」の詳細につきましては、上記の米山記念奨学会ウェブサイトにて

順次お知らせしていく予定です。
令和2年

8月号

ロータリーの友
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Meet

the

Board

ofDirectors

for

2020

-

21

2020-21年度R寡理事会メンバー紹介
国際ロータリー(Ri)理事会は、

RI会長、

Ri会長工レクト、ロータリー国際大

会で選出ざれる17人の理事の、全19人で構成されています。理事会はR

び細則に従って、

R

I定款およ

iの業務ならびに貸金の監督と管理を行います。各理事の任期は

町帥

2年間で、今年度は9人の2年目の理事と8人の1年目の理事とで構成されています。
事務総長には投票権はありませんが、理事会の指示監督下に実務を執行し、

R

Iの最高

管理役員として理事会に出席、幹事役を務めます。

RI会長

ボルガ一・クナーク

辰野

克彦(2020-22)

ドイツ・ヘルツオークトサム・
ラヴエンブルク・メルンRC会員。
KnaackKG最高経営責任者。

財務長、

R

R

I

I理事、モデレーター、

規定審議会代表議員、ゾーンコー
ディネーターなどを歴任。メジャー
ドナー。遺贈友の会会員。
RI会長エレクト

シ工カール・メータ

東京西RC会員。辰野(株)代表
取締役。

RI研修リーダー、

RI会

員増強委員、規定審議会代表議員、
ロータリー東日本震災復興基金日本
委員などを歴任。メジャードナー。
ジ工-ムズ・アンソニー・ブラック(2019-21)

インド・カルカッターマハナガル

ター、ロータリー財団(インド)理
事長などを歴任。メジャードナー。
遺贈友の会会員。超我の奉仕賞、財

スコットランド・ダヌーンRC会
員。元外科開業医。公共イメージリ
ソースグループ・コーディネーター、
規定審議会検討委員会副委員長、研
修リーダーなどを歴任。遭贈友の会

団特別功労賞、財団功労表彰状受賞。

会員。

R

C会員。

計士。R

RI副会長

Skyline

Group会長。会

I理事、ゾーンコーディネー

ジョリータ・ソラーリ

マリオ・セザール・マルチインス・デ・カマルゴ(2019-21)

アメリカ・アナハイムRC会員。
不動産管理会社Solari

Enterprises

社理事長兼最高ビジョナリー責任
者。平和のための大口寄付推進計画
委員などを歴任。メジャードナー。
アーチ・クランフ・ソサエティ会員。
RI財務長

バラートS.パンティア

Grafica

Bandeirantes社元社長。

ブラジル印刷業界コンサルタント。
Casa

da

Esperanca理事。財団管理

委員として財務委員会、戦略計画委
員会の委員を歴任。メジャードナー。
ヤン・ルーカス・ケット(2019臆21)

インド・ポリプリRC会員。一般
外科医・腹腔鏡外科医。私立病院経

元小児科医。

営。

副会長。財団専門家グループメン

R宣会員組織地域コーディネー

ター、研修リーダー、

RI会員増強

委員などを歴任。超我の奉仕賞、財
団特別功労賞、財団功労表彰状受賞。
メジャードナー。
26

ブラジル・サントアンドレRC会
員。
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オランダ・プルメントRC会員。
Waterland音楽学校

バー、青少年交換学生や研究グルー
プ交換メンバーのホストファミリー
を務める。メジャードナー。遵贈友
の会会員。
2020
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アイカチリ二・コサリ・パパデイミトリウ(2020-22)

キュン・キム(2019-21)

ギリシャ・ペンデリRC会員。

韓国・釜山束莱RC会員。化学製
品会社オーナー兼会長。

R

イメージコーディネーター、
Rotary

人間地理学博士。建築家。財団専門

I公共
『The

家グループメンバー、

Korea』理事などを歴任。

完

超我の奉仕賞受賞。アーチ・クラン
フ・ソサエティ(管理委員長サーク
ル)会員。
フロイド・ランシア(2019-21)

R

I会長代理

などを歴任。奉仕部門賞、ポリオの
ない世界を目指す奉仕賞(地域賞)、

財団功労表彰状受賞。メジャード
ナー。

ピーターR.カイル(2020臆22)

アメリ カ・キャピトルヒル

アメリカ・アンソニーウェイン
(フォートウェイン)RC会員。元教

R

育長。

弁護士。世界銀行コンサルタント。

R

I会長代理、国際協議会研

修リーダーなどを歴任。超我の奉仕
賞、財団特別功労賞、財団功労表彰
状受賞。アーチ・クランプ・ソサエ
ティ、遺贈友の会会員。
クマール・サンブイ(2019臆21)

R

C会員。世界銀行の元シニア国際
I研修リーダー、規定審議会代表

議員、

R

I会長代理などを歴任。超

我の奉仕賞、財団功労表彰状受賞。
ポール・ハリス・ソサエティ会員。
ロジャー・ロール(2020臆22)

インド・ダンパードRC会員。銀
行・金融・建設複合企業の代表取締
役社長。研修リーダー、

フランス・ボンオードゥメー
ルRC会員。井戸部品製造会社取

R重会長代

理などを歴任。超我の奉仕賞、財団
特別功労賞、財団功労表彰状受賞。
メジャードナー。遺贈友の会会員。
ステファニーA.アーチツク(2019-21)

締役。ロータリーコーディネーター、

会員増強タスクフォース幹事を歴
任。ポール・ハリス・フェロー。
チーテン〃サージョン〃・リョウ(2020-22)

台湾・楊梅RC会員。憎仁総合病

院シニアアドバイザーおよび元院

アメリカ・マクマリーRC会員。
Doctors

At

長。外科医。

Work社共同経営パー

タリーコーディネーターなどを歴

理委員、 R I戦略計画委員長、財
団100周年祝賀委員長などを歴任。

任。財団特別功労賞、財団功労表彰
状受賞。メジャードナー。アーチ・
クランプ・ソサエティ会員。

メジャードナー。遺贈友の会会員。
ビルピ・ホンカラ(2020-22)

バレリーK.ウェイファー(2020-22)

カナダ・コーリングウッドサ
ウスジョージアベイRC会員。

フィンランド・ラーへRC会員。
Raahe病院元医長。外科医。規定
審議会代表議員、 R I会長代理、
R I研修リーダー、財団地域コー

レストランオーナー。会計士。

スーザンC.ハウ(2020-22)

アメリカ・スペースセンター
RC会員。教育者。 RI研修リー
ダー、リーダー育成・研修委員会委
員などを歴任。超我の奉仕賞、財団
特別功労賞、財団功労表彰状受賞。
アーチ・クランプ・ソサエティ、遺
贈友の会会員。
8月号

RI

研修リーダー、財団地域コーディ
ネーター補佐、

R

I会長代理などを

歴任。メジャードナー。週贈友の会

ディネーターなどを歴任。メジャー
ドナー。遺贈友の会会員。

令和2年

R重研修リーダー、ロー

トナー兼最高執行責任者。財団管

会員。
RI事務総長

ジョン・ヒューコ
ウクライナ・キエフR

C別立会員。

弁護士。2011年7月から現職。ロー

タリー財団事務総長兼最高執行責任
者。事務総長として、アメリカ・イ
リノイ州エバンストンにあるR

I世

界本部と世界7カ所の国際事務局
で働く総勢的800人の職員を指揮。
ロータリーの友
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蝦

国際ロータリーおよびロータリー財団国内委員
(2020年7月1日現在)

資料提供:国際ロータリー日本事務局

R

I理事、

R

I理事会財務委員会委員

辰野

克彦(東京西)

ロータリー財団管理委員会特別アドバイザー、平和のための大
口寄付推進計画委員会副委員長

三木

明(姫路)

恒久基金/大口寄付アドバイザー
第l地域*
中谷
第2地域*
野口
第3地域*
佐藤

研-

(足利束)

英-

(甲府)

芳郎(岡山南)

ポリオ根絶コーディネータ一
第1地域*

インターナショナル・ポリオプラス委員会委員、ポリオプラス

第2地域*

日本担当アドポカシーアドバイザー、 2021年台北国際大会委
員会アドバイザー
小沢 一彦(検須賀)

第3地域*

高柳
宮坂
松本

吉行(本庄)

有漢(岡谷)

祐二(益田西)

ロータリー平和センター・ホストエリアコーディネーター
ロータリーコーディネータ一

水野
菅原
水野
高島

第1地域掌
第2地域米
第3地域掌

硲輿(仙台泉)

浅水

水と衛生のための大口寄付推進計画委員会委員

神野

垂行(名古屋名歌)

関

邦則(長野)

松坂
滝溝
庄司
安増

第3地域*

丸尾

尚伸(越谷商)

佐々木千佳子(十和田)
田中 久夫(高崎)
第2地域*

御手洗美智子(東京広尾)

功(東京飛火野)

凱夫(大阪中之島)

ロータリーコーディネーター補佐
第1地域*

順-

(東京葛飾束)

第2地域*
第3地域米

飯村

2021年台北国際大会推進コーディネーター

第1地域*
第3地域*

陽子(東京広尾)
鑑三(鹿児島西)

第3地域*

(新居浜)

大仁(札幌幌商)
良男(愛知三州)

佐野
高橋
中村
四宮
萩中
永田

第3地域*

之8
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菅原
水野
四宮

裕典(仙台泉)
助(東京飛火野)

季郎(大阪西南)

ネットワーキング・奉仕グループ委員会委員
福田 哲三(名古屋和合)
補助金計画リソースコーディネーター
アンドリュー ウォン(東京サンライズ汐留)

泰三(柳井)

慎-

(宇都宮90)

佐々木昌敏(小千谷)
橋岡久太郎(佐倉中央)
第2地域*

博史(大阪南)

2021年R量研修リーダー

(佐久)

ロータリー財団地域コーディネーター補佐
第1地域*
細川 吉博(帯広北)

飯村

(宇都宮90)

豊久(東京六本木)

未定

勅
阪
伏

服部
田村

第2地域来

慣-

2022年ヒューストン国際大会推進コーディネーター

昭文(石岡)
子○○

ロータリー財団地域コーディネータ一
第1地域*
羽部

飯村
浅田
山本

貴(さいたま新都心)

園
顕

第3地域ま

(宇都宮90)

博夫(宗像)

詰勉紅

第2地域*

膜-

小沢 一彦(楯須賀)
2021年台北国際大会推進コーディネーター補佐

ロータリー公共イメージコーディネーター補佐
第1地域*
寺嶋 哲生(柏)

保延
加藤
原
片山
桑原

(神戸西神)

尚史(境港)

助治(神戸須磨)

ロータリー公共イメージコーディネータ一

井原
服部
山下

研-

地域社会の経済発展のための大口寄付推進計画委員会委員

第2地域*

第1地域*

功(東京飛火野)

ロータリー平和センター委員会委員

英之(秦野)

茂樹(東京世田谷)
公彦(名古屋名東)
孝郎(大阪西南)

秀幸(岩国中央)
壮-

(熊本城東)

ロータリーカード地域コーディネータ一
第1地域*
第2地域*
第3地域*

横木英一郎(千葉)
関
博子(東京米山友愛)
山下 鱈三(鹿児島西)

事ゾーン再編にともない担当エリアの名称は「地域」に変更。
2020年7月1日時点で承認されている役職の掲載。敬称略。リ
ストの掲載順は理事、管理委員、バスト理事、バスト管理委員(就
任年度の古い順)、 4つのコーディネーターと補佐。理事、管理委
員の方以外の委員会名は順不同。 1つの役職に複数の方がいる場合
は、地区番号順。
2020
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日本国内・各種委員会委員

2020-21年度

喜公益財団法人

事務所

〒

ロータリー日本財団

108-0073

Tel.03

-

東京都港区三田1-4-28

5439

-

5806

Fax.03

-

5439

三田国際ピル24階
-

O405

ウェブサイトpiif̲r事j.org

理事長

千

副理事長

渡辺好政(児島)森嶋庸吉(船橋西)黒田正宏(八戸南)

理

金杉

事

玄室(京都)

誠(横浜西)宮崎茂和(福井)大童

江崎柳節(小牧)北

評議員

7肋句現在順不同.敬称略

偶(宝塚武庫川)佐久間崇源(東京目黒)

清治(浦和束)池田徳博(鶴岡西)

伊藤義郎(札幌)吉富誠一(東京束)橋本長平(京都東)富田健三(京都)欝藤直美(豊田)

田中作次(八潮)小沢一彦(横須賀)松宮

剛(茅ヶ崎湘南)鈴木雅博(市原中央)

石黒慶一(鶴岡西)重囲政信(高崎北)
監

井上暁天(千里)片山主水(名古屋東商)

事

Sガバナー会

事務所

〒105-0011東京都港区芝公園2-6-15

議

長

野生司義光(東京小石川)

副議長

福原有一(東京銀座)簡

顧

R重理事

Tel.

問

看一般社団法人

事務所

〒

03

-

3433

-

6497

Fax.

03

-

3433

-

黒龍芝公園ビル4階
7395

Eメールgovkai@orange.ocn.nejp

仁一(茨木)久保田英男(鎌倉)

辰野克彦(東京西)

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構(R
105-0011東京都港区芝公園2葛6-

Tel.03

-

6431

-

81O6

Fax.03

-

15

6431

○

○YEM)

黒龍芝公園ビル4階

-8107

Eメールrijyem@air"OCn.nejp

ウェブサイトrijyec.org

理事長

鈴木孝雄(東京池袋)

理

霞本正美(釧路ベイ)松良千廣(仙台南)上山昭治(東京武蔵野中央)岡部一輝(南砺)

事

鍋田魔喜(高山中央)刀根荘兵衛(敦賀)岡部泰鑑(大阪城南)田原欒一(広島中央)

水野

功(東京飛火野)猿渡目盛(東京武蔵府中)神野垂行(名古屋各駅)

井原

賓(さいたま新都心)相澤光春(ふじさわ湘南)池田徳博(鶴岡西)

監

事

井上峡夫(千里)

社

員

丸山淳士(札幌真駒内)野崎

潔(福島北)平澤孝夫(秋田東)栃木秀麿(足利わたらせ)

山本和則(新潟南)高柳育行(本庄)市川緋佐麿(川崎)中川博司(伊那)松村友吉(焼津)
北中萱一(大阪狭山)佐々木善教(松山北)滝澤功治(神戸須磨)佐藤芳郎(岡山南)本田正賞(福岡)

永田壮一(熊本城東)菊地

平(ジャパンカレントロータリーEクラブ)宮崎滞彰(諌早北)

関口徳雄(浦安)保延輝文(石岡)今井高志(弘前)竹内正幸(太田)
顧

蔚藤直美(豊田)

問

アドバイザー

市川伊三夫(東京銀座)渡邁和良(浦和北)近藤眞道(高槻西)

臆ロータリー文庫運営委員会

事務所

〒105-0011東京都港区芝公園2-6-15
Tel.

O3

-

3433

-

6456

Fax.

03

-

黒龍芝公園ビル3階

3459葛7506

Eメールrotary-bunko@m?j.biglobe.nejp

ウェブサイトwww.rotary-bunko.grjp

委員長

青木貞雄(成田コスモポリタン)

副委員長

菅原光志(鎌倉)

運営委員

成瀬則之(網走)福家

宏(八尾中央)細谷伸夫(山形西)小山廉直(大分臨海)三園

明(春日部西)

古川静男(松本西南)喜田眞三(福山)

令和2年

8月号
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監査委員

石垣智康(多治見西)横波昌盛(東京武蔵府中)

顧

大塚信郎(上尾)真下和男(東松山)大野清一(械浜東)

問

相談役

河本親秀(大磯)高窪昭雄(浦和)田中一郎(坂戸)
新藤信之(東京立川こぶし)

:事務局長

関口博正(杉戸)戸田一誠(東京練馬西)藤林豊明(横浜鶴見北)

中村博亘(柏西)佐久間崇源(東京目黒)

Sロータリーの友委員会ならびに-般社団法人ロータリーの友事務所

事務所

黒龍芝公園ビル4階

〒105-0011東京都港区芝公園2-6-15
Tel.03葛3436-6651

Eメール:編集部

Fax.03-3436-5956

hensyu@rotary-nO-tOmOjp

管理部

keiri@rotary-nO-tOmOjp

『ロータリーの友』ウェブサイトwww.rotary-nO-tOmOjp
『ロータリーの友』電子版www.rotary-nO-tOmOjp/digital/index.php

ロータリーの友委員会

委員長

鈴木

宏(宇都宮北)

副委員長

高野孫左ヱ門(甲府)

R

辰野克彦(東京西)

i理事

特別顧問
顧

問

相談役

安平和彦(姫路)片岡信彦(土浦南)橋本長平(京都束)清水良夫(横浜)片山主水(名古屋東南)
吉田潤司(釧路)古川静男(松本西南)四宮孝郎(大阪西南)若林英博(東京麹町)三浦眞一(東京八王子西)

神崎正陳(茅ヶ崎湘南)上野

孝(検浜)

地区代表委員
2500

長谷川周作(富良野)

2510

丹羽祐而(札幌手稲)

2520

吉田和洋(花巻)

2530

神山英司(郡山)

2540

栗山教書(大館南)

2550

軽業貞美(大田原)

2560

斎藤三善(村上岩船)

2800

梅津

2830

小野晶子(八戸北)

2570

五十崎和彦(行田さくら)

2580

中村伸治(東京東久留米)

2590

桑原

2600

西田不折(上田西)

2610

早川

2620

浅野秀治(静岡)

2750

粕谷啓之(東京調布むらさき)

2760

尾本和弘(名古屋東南)

2770

楯岡順子(浦和中)

勇(高岡北)

薫(械浜港北)

2780

神谷一博(湯河原)

2790

吉田理愛(勝浦)

2820

杉田欒一郎(牛久)

2840

!」、暮雅文(館林)

2630

二木公太郎(高山中央)

2640

坂東桂子(岸和田束)

2650

松木延倫(福井フェニックス)

2660

木村芳樹(大阪南)

2670

真屋正明(高松北)

2680

嶋田幸直(西脇)

2690

臼井英治(岡山西)

2700

松岡康広(柳川)

2710

東

2720

毛利浩一(熊本江南)

2730

深尾兼好(鹿児島西)

2740

山下義則(鹿島)

編集長

佳範(防府)

野崎恭子

一般社団法人
社

勇(米沢中央)

員

ロータリーの友事務所

辰野克彦(東京西)野生司義光(東京小石川)福原有一(東京銀座)久保田英男(鎌倉)簡

仁一(茨木)

理事会
代表理事

鈴木

理

高野孫左ヱ門(甲府)安平和彦(姫路)片岡信彦(土浦南)橋本長平(京都束)清水良夫(桟浜)

事

宏(宇都宮北)

片山主水(名古屋東南)吉田潤司(釧路)古川静男(松本西南)四宮孝郎(大阪西南)若林英博(東京麹町)

三浦眞一(東京八王子西)横山武志(束京北)思川一成(大宮シティ)羽田伊助(東京目黒)
野中
監

事

茂(川崎)榊原一久(東京豊島束)渡辺誠二(東京みなと)野崎恭子

宮嶋康明(新千葉)高野伊久男(横浜西)

Rotary
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いつでもどこでも『ロ臆タリ臆の友』

⊥
(2多-

「

連

載

SしACKS

「

大人の㊥
着こなし図鑑

テ喜マ:スラックス
今回は、ビジネスシーンではくスラックスの選び方を伝捜します。特に、クー

ルビズでジャケットを羽織ることの少ない今の時期は、スラックスの着こな
しが、大きなポイントとなります。暑い夏をクールに過ごしましょう。

夏に持つべきスラックス

いる方は、一度ノータックのスラック

ロータリアンにふさわしい夏のス

スをはいてみてください。すっきり見

ラックス素材は、サマーウールでしょ

えることでしょう。逆に、痩せ型の方

う。しわにもなりにくく、耐久性も程

がぴったりなノータックをはくと、ま

よく優れています。この時期、生地が

すます細く見えてしまいます。痩せて

薄くなる分、しわが気になる方は糸の

いる方もタック入りでサイズの合った

よりを強くした強撚糸で織った生地の

ものを選べば、上品でクラシカルなシ

スラックスをお求めになるのがよいで

ルエットになります。

しょう。ポリエステル混紡素材も、し

わを防ぐ上ではオススメです。

「テーパード」という言葉を耳にざれ

たことがありますか?

腰から膝まで

夏のスラックスとしてそろえておき

はゆったりしているのに膝から下が細

たいのは、無地の濃いグレー・中グ

めになっているデザインのスラックス

レー・明るいグレーの3本。加えて濃

で、体形をカバーしながらスタイリッ

紺、明るい紺の2本をお持ちになり、

シュに着こなすことができます。同じ

徐々に違う色や、織り柄、格子柄をそ

テーパードといっても、緩やかに細く

ろえていくと、ビジネスにもカジュア

なっているデザインもあるので、比較

ルにも困りません。また、白のコット

的年齢、体形を問わずはきこなすこと

ンスラックスはジャケットに合わせや

ができます。いつも太めのストレート

すい万能な夏の色です。
ダック入りはおじさん!?

現在の流れは、長く続いたノータッ
クの時代からワンタックに変わってき
ています。

「ノータック二若者、タック

のスラックスをはいている方、少し冒

険をしてテーパードを試してみません
か。印象がずいぶん変わりますよ。

脚を長く見せる方法
もっと脚が長ければいいのに、とい

入り二おじさん」というイメージがあ

うのは万人の夢。紳士服売り場では、

安積武史

りますが、そもそもタックは、スラッ

「脚が長く見える○○」をよく耳にしま

Asaka

クスをはいた姿が美しく見えるような

すが、股上を長くした方がいいのか、

工夫の一つなのです。

股上浅めで腰はきにして股下を強調し

Takeshi

1967年生まれ。アサカ(株)取締役・

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

32

つもワンタックのスラックスを選んで

ロータリーの友

ここで提案!おなか回りを気にし

て見せる方が脚長に見えるのか……。

ていらっしゃる方で、ノータックだと

昨今のはやりは、細めで股下短めの

バツバツに見えるかもしれない、とい

スラックス。足元がすっきりして脚長

2020
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トトスラックス?ズボン?
それともパンツ?
スラックス(sIack5)の「siack」と

は英語で「ゆるい」という意味。

元はダックなどで脚にゆとりを

田園

田園

背中で交差しているのが特徴。交差点は
位置を変更できるので体形に合わせやす
いのがメリット

前2点、後ろ1点で支え、背中をすっき
りと見せられるのが特徴。体形によって
はずり落ちやすいのが難点

持たせたズボンを指す言葉で
したが、現在の形状が-般的

になるにつれ意味が拡大され
たようです。ではズボンとは?
フランス語で「ペチコート」を意
味する1upon」から来ていると

か、そうではないとか…‥i。

他にも、トラウサーズパンツと
いう言い方もあります二ちなみ

に日本語の当て字は今では
ド羊袴」。最も目にしない言葉で

田圃

すね。

X型に似ていますが、交差ではなく、つ
なぎ合わせの構造です。体の動きに対す
るフィット感があるのが特徴

効果があるのですが、靴下が丸出しで
す。紳士はそれではいけません。立ち

姿も美しくあるために、細身でも股下
の長さはくるぶし下くらいで、靴にや
やかかる程度までを細身のスラックス
としてはお勧めしたいところです。ま

た、靴下も柄物ではなく、スラックス
と同系色を選びましょう。暑いからと

いって、くるぶしまでのショート靴下
は、ビジネスシーンではNGです。
他にも、全体のシルエットで横から

見た姿が大事になります。ズボンが
「すっ」と下まで落ちているかが重要。

こちらは、お尻の高さと、腰のフィッ

ト感で全てが決まります。また、日本

人に多いふくらはぎ外側の発達による
0脚の方は、あまり細身のスラックス

をはかないことをお勧めします。その

いろいろな形を試着して、ご自分に合っ

まま脚の形が出てしまう上、きちんと

た、脚長スタイルを実現しましょう。

した感が出るズボンの折り目(グリー

スライン・センタープレス)も外に逃
げてしまうからです。

格好のよいスラックスは単純に、ウ
エストのサイズだけでは実現しません。

令和2年

8月号

もっと詳しく知りたい方はこちら。
www.rotary-nO-tOmO.jp/kikonashi-Zuka

n/

次回のテーマは「秋冬スーツの準備」。お楽しみに!

ロータリーの友

3事

写真でつづ

調

日本の回書夕漢

i￣￣ヽ

町
」王国

★靡プラスチックなど「ごみ」が世界的問題となっている昨今ですが、千葉県の富津中央R

Cは2006年8月、地域の

子どもたちと廃品利用ガラクタコンサートを開催。〃ごみじゃない、鳴らせば音楽′′と、ペットボトルや空き缶
で作った楽器で「ドレミの歌」を演奏。ユニークな利用方法で会場を沸かせました。

2000

2001

2002

2003

2004

(写真:

『友』2006年12月号よの

2007

2008

蕃新薬

薄轟螺高、\もり諸芸

里長蜜甘鵬
ト第1章
ポールの生い立ち(後半)

原作
監修
制作

佐古亮尊『ロータリーの森を歩く』
安平和彦(2002-03年度

第2680地区ガバナー)

株式会社アイディ

アニメーションも公開中!
https://www.rota「y-nO-tOmOjp/manga/

∴∴∴

1年後にサクストン・リバーの
バーモントアカデミーに転校し、

′

」

ノブ

1885年io

/

そこを卒業。

i

胴

鱒
ヂ\

諦

臆

費、′

l.、つ、ふ

/、\葦

\

A鱒
労災、、臆

∴

)

∴言:∵

I̲

醜
一
「

(

一書,老

子

璃

巌

郎

∴∴

し

r

くここ>

∴∴

その後、バーリントンの
バーモント大学に入学しました。
￣→

l

-￣￣-「￣

-.11

l

け

∴

∴

;

す、予

その年の冬、祖父は他界
してしまいます。

ボールは大学には戻らず、

故郷でシェルドン大理石会社の
事務員として就職しました。

〇〇二デ

ート々ふくへ

/三三二
/

売//三通
I
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二/:一/一一′デノ
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∴∴
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言
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二二.

実はこの経験が、彼が後にフロリダ州
ジャクソンビルのジョージ・クラーク
の大理石会社に勤める時の役に立った
といいます。

彼は大学に入ると、

弁護士事務所で法律事務の
仕事を手伝いながら
大学の勉強を続けました。

麗闇

弁護士試験にも合格して
資格を得ることができました。

ニュージェネレーション

NEW

緑あってロータリーに触れた若者た

GENERA丁○○N

酒井

ことに挑戦しているのでしょうか。

継承していくには、情報共

継承する大切さに気づく
ローターアクター

)

ち。彼らはいま、何を患い、どんな

有が大事で昔から人と人と

憲久

のつながりが大切にされて
きたことに気付きました。

交友のあるロータリアンと思わぬ場所とタイミングで

私は活動を通し、変化が

再会し、これは意味のある出会いだと感じ ローターア

求められる時代でも、古く

クトクラブに入会することにしました。昔から祖父や父

からの文化や伝統(変化さ

からロータリーの名前は聞いていましたが、それまでは

せてはならないもの)を守

内容や活動については全く知りませんでした。

る重要性を実感しました。

ローターアクトでの活動を通し、今まで感じていなか

現在は家業の電気工事会

った地元の素晴らしさ、歴史の深さに目を向けられるよ

社に勤めており、いずれ事業を継承する予定です。会社

うになりました。というのも、私が地区代表を務めた昨

は今年8月創業100周年を迎えます。時代の変化の中、

年度、地元堺市の善吉罵.善帯古墳群が古くから形を変

変えるものと変えてはいけないものをしっかり見極め、

えずに保存・維持されてきたことが評価され、大阪では

顧客や取引先の企業を大事にし、会社と共に自分白身も

初の世界道産に登録されたのです。早速、堺市博物館で

成長していきたいと思っています。

古墳のことを学び、今後どのように守り続けていくかを

会員間で意見交換し、歴史や文化の維持の難しさを痛感
しました。それと同時に、長い年月をかけてその価値を

ものづくりで母国発展を
米山学友

ウイーラツベルマ・ヴイクム・デルシャン

大阪府堺市在住。

(株)東陽電気商会勤務。堺R

AC会貝。

2019-

20年度第2640地区ローターアクト地区代表。趣味は旅行、バーベ

キュー、ゴルフ。

関連支援機材の設計なので、製図技術の習得がどうして
も必要だからです。とにかくものづくりが大好きなので、

学びながら夢中になっています。毎日新たな機能や使い
方を覚え、さまざまな機械や部品を設計しています。

趣味はいろいろありますが、インターネットで海外映
画やドラマをよく見ます。もちろん、母国スリランカの
ドラマも見ています。余裕があるときには友達とドライ
ブに出掛けたり、スリランカ科理を作ったりしています。

日本の人と交流してきた経験から、私は将来、スリラ

ンカと日本の懸け橋になって活躍したいと思っていま
す。そして、スリランカでものづくりの会社を立ち上げ、

経済発展に貢献したいと考えています。そのためには、

業経験を積みたいと考えていました そのため、今年4

さまざまな経験や学習が必要で、困難やチャレンジがあ

月から、日本の技術系の会社、堀口エンジニアリングに

ると思いますが、自信を持って何事も前向きに取り組ん

就職しました。偶然ですが社長もロータリアンで、再び

でいきたいと思っています。

ロータリーとのつながりができて良かったど思います。
今夢中になっていることは、3次元CAD(コンピュー

ターを用いた立体製図)の習得です。仕事の担当が航空

スリランカ出身。千葉県成田市在住。千葉科学大学危機管理学部
航空技術危機管理学科卒。奨学期間:

2019年4月一20争う月、世話

クラブ:銚子RC。趣味はものづくり、映画鑑賞、ドライブ。

●皆さんの周りの若い人をご紹介ください!ロータリーのプログラムに参加したことのある10へ30代までの若者(現役、学友
どちらも可)を『友』編集部にご推薦ください。記入用紙は『友』ウェブサイトww.「otary-nO-tOmO.jpからダウンロードできます。
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今月はシークワーズ。パズルは-鰻的な問題で、ご豪族の

バ異Iしき解いて、ロータIl-を学ぼうI

方も楽しめます。キーワードを埋めていき、最後に残る言

葉はロータリーと少し関係があります。どんな関係かな。
ロータリーのこと、ちょっとずつ学ぼう。
パズル制作/ニコリ

リストにある、

Wで始まる言葉を盤面から探しましょう。言葉を全て探すと、何文字かが使

われずに残ります。その文字を上から下に順に読んでできる言葉は?

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

Wで始まる英単語のシークワーズ
WAF

F

WAI

S

L

WHAL

E

WI

T

E

LD

WANT

WI

NDOW

WAR

WI

NDY

WA

WI

SHBOWL

NT

E

D

L

W

O

B

H

S

A

W

R

H

L

W

A

F

F

L

E

O

E

A

C

I

A

Y

L

D

E

R

T

B

E

T

W

I

D

O

E

L

A

W

I

W

A

I

S

L

W

D

W

O

M

A

N

W 丁

丁

N

Y

H

M

A

G

T

S

W

O

R

D

A

B

R

W

E

S

T

E

P

N

W

R

WATCH

WOしF

WATE

WOMAN
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◆パズルdeローダノー応募方法◆

郵送での応募は郵便はがきに、

①

「8

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

〒

105-0011東京都海区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル4階

(一社)ロータリーの友事務所P係までお送りください。④に関する回答は

毎月与人に
「ローダノーの友」ネーム入り

日本けん玉協会公認

「競技用けん玉」を
プレゼントロ

「声」欄(縦組み)に転戦させていただくことがあります。会員以外のご
応募も大歓迎です。
WEB応募は下記のURL、または右の2次元コードから。
rotary-nO-tOmOj

◆締め切り◆

p/puzzle.php

2020年9月10日(木)必着

与

詰め将棋

辱

日本将棋連盟

及川拓馬

六段

飛車の利きを止める
7手詰め

5分で3級

●詰め将棋の解答は、横組みP50に掲載しています。

4

3

■
国書
国書
国書

2

1

馬 角 王
垂
寄

陛
.寒さ0.

日∃

(※詰め将棋にはプレゼントはありません)

令和2年

8月号
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43

変化を起こす
アトランタメトロRC

アメリカ・ジョージア州

THEROTARiAN

CLUB

創立:

2019年

INNOVATION

8月号から

:

アトランタメトロ・ロータリークラブ(R⊂)は、仕事とロー

20人

タリー活動に打ち込みたい多忙な若い職業人がローターアクト

現在会貫:31人

クラブからロータリークラブへスムーズに移行できるようにつ

創立会員:

くられています。ネットワークとメンター制度に重きを置く同

クラブは、ボランティア活動で他の慈善団体と提携し、会員に
かかる運営の負担を減らしています。

年齢層を広げる
アトランタ地域のロータリアンは、長年にわたって青少年育

てば、すでに強い絆が生

成に力を入れて活動してきました。その主な実績は、盤石の

まれている、とゴードン

RYLA

さんは言います。

(ロータリー青少年指導者蕃成プログラム)組織と、

州全体にわたる国際的な大学生のための学生リーダーシッププ
ログラム。そして未来を見据えて、アトランタ・ローターアク
トクラブ(RAC)からアトランタメトロRCの創立への流れ
となりました。

「始め

たばかりのことで、徐々

にですが、確実に進んで

います」とゴードンさ
ん。年配の会員も若い会

員から学んでいる、と
アトランタRACの会長として熱心に活動したアリー

ターナーさんは言いま

左上:成人障害医療ヘルスケ

シャ・ロドリゲスさんは、仕事が多忙なだめロータリーク

す。

「若い世代の方が新

アの5km/1kmマラソンでボ

ラブに入会はできないものと思っていました。多くのロー

しいテクノロジーを取り

タリークラブで会員は活動に時間を大きくとられ、新会員

入れるのに抵抗がない

ランティアする会員たち。上:
アトランタRACとともに、ジ
ョージア州最高裁判所主席判事

はしばしば「いきなり委員会に入れられて疲れ切ってしま

ですから。私たちならE

のハロルド・メルトンさん(右)

う」と聞いていた、とロドリゲスさんは言います。

メールを使うところを、

ダンウッディRCの会員で、長年ローターアクターの指
導に携わってきたデイビッド・ゴードンさんとウオーレン・

ターナーさんは、そういった話をこれまでにも耳にしてい

彼らはS!ack

とイベントを共催するアトラン
タメトロRC。

(コミュニ

ケーションツール)を使いますからね」

「若い会員と年配の会員のバランスを取るようにしてい

ました。そこで二人は行動を起こし、ロドリゲスさんや他

ます」とゴードンさん。小さなクラブなので、大きなクラ

の人々に声を掛けて新しい形のクラブを創立したのです。

ブで時に起こる派閥の問題はない、とターナーさんは言い

「ローターアクト出身の会員もいれば、ローターアクター

ます。

の友人もいます」とターナーさん。

グループの人々で固まりやすいのです。しかしこのクラブ

「うちのクラブを退会

「多くのロータリークラブが陥るわなですが、同じ

したロータリアンに再び連絡を取りました。こういう新し

は小さいので、どうしても全員と話すことになります。会

いタイプのクラブの方が、自分たちのニーズに合っていて

話をして、他の人にとって何が重要なのか、耳を傾けるこ

魅力的だと言ってくれました」

とが大事なのです」

奉仕とクラブでの活動できる範囲に限定するため、同ク

同クラブは月に2回例会を開きますが、例会の代わり

ラブは他団体とのパートナーシップを重視しています。一

に場所を変えて親睦会を開くこともあります。よく交流行

からプロジェクトを立ち上げるのではなく、

事を開催するホテルは、アトランタの中心、地・バックヘ

「他団体との

関係を築くことで、ボランティア活動の機会が得られるよ

ッドにあるにもかかわらず、会場費がたったの100ドル。

うにしました」とロドリゲスさん。

アトランタRACとの合同例会は2カ月に1度聞かれま

「会員に金銭面での支援を呼び掛けているのはロータ

す。

リー財団だけです。他団体はあくまで人材支援。アイデア

「肩のこらないクラブなので、みんな喜んでくれていま

と労働力で支援します」とゴードンさん。同クラブは他の

す。友人の集まりという感じで、その雰囲気を今後も守っ

慈善団体と共同で行うプロジェクトにおいて、アトランタ

ていきたいと思っています。会員に活動を楽しんでもらえ

RACや他のロータリークラブと連携することもありま

て、仲間でいたいと思ってもらえるようにするために、い

す。

ろいろと工夫していますから」とゴードンさんは話します。

まだ新しく、公式にはなっていないメンター制度につい
44
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の最優先目標へ

動」

と押し上げるこ

GPE

とに貢献した

でのポリオ根絶活動に取り組んでいま

1978-79年

す。

度R量会長のク

「環境の保全」が
新しい重点分野に

(GP巳I)へと発展しました。
Iば、現在も引き続き、全世界

レヌーフ氏は第二次世界大戦中に

レム・レヌーフ

オーストラリア空軍に従軍。終戦

氏が、

後、レヌーフ&クラーク社の会計士・

99歳で

パートナーとして活躍しました。同

逝去されました。
レヌーフ氏はオーストラリア・クイー

氏 は ま

た、

CharteredInstitute

of

ンズランド州ナンバー・ロータリーク

Secretaries

ラブ(RC)の70年来の会員でした。

ンバー、のちにCPAオーストラリア

and

Administratorsのメ

R重理事、財団管理委員、ガバナー、

となるAustralian

RI委員および委員長、国際協議会

フェローでもありました。さらに、

討論リーダーを歴任されました。

Sundale

1979年前半、フィリピンから帰国

Society

Garden

of

CPAsの

Villageという高齢者

施設も創設しました。

する飛行機の中で、レヌーフ氏は天然

ポリオプラスへの卓越した貢献が称

「環境

痘の根絶に関する雑誌記事を目にしま

えられ、ポリオプラス・パイオニア賞

の保全」という新たな重点分野を追加

した。そこで、ロータリーの新しい

を受賞した他、趨我の奉仕賞、ロータ

しました。

「保健、飢餓追放および人間性尊重(3

リー財団功労表彰状と特別功労賞を受

H)補助金」プログラムを使って他の

賞。また、ロータリー財団ベネファク

疾病を根絶できないだろうかと考えま

ター、メジャードナー、ポール・ハリ

4,000万円)以上が環境に関連したプ

した。

ス・ソサエティと遺贈友の会の会員で

ロジェクトに充てられてきました。環

地区が協同するロータリープロジェク

境を支援する別個の重点分野を設立す

トを初めて可能とするものでした。

国際ロータリー(RI)理事会と
ロータリー財団管理委員会は、

過去5年間、財団のグローバル補
助金では、

1,800万ドル(約19億

3

H補助金は、複数のクラブや

した

-My

今後のR

l国際大会

ることで、ロータリアンが世界中の地

レヌーフ氏は、アメリカ・メリーラ

域社会で好ましい変化をもたらし、よ

ンド州知事であり、アメリカ国立衛

(以下予定)

り大きなインパクトを生み出す一助と

生研究所感染症研究所長だった友人、

2021年6月12-16日

ジョン・セバー氏に相談しました。セ

台湾・台北

バー氏は、

2022年6月4-8日

なります。

「環境の保全」は、ロータリーの7

1950へ60年代にポリオ

アメリカ・ヒューストン

つ日の重点分野となり、グローバル補

ワクチンを開発したジョナス・ソーク

助金によって実施される奉仕活動のカ

博士とアルバート・セービン博士の友

テゴリーの一つとなります。その他の

人でもありました。セバー氏は、リサー

統計

重点分野は、平和構築と紛争予防、疾

チを行った上で、ロータリーが疾病の

全世界ロータリアン総数

病予防と治療、水と衛生、母子の健康、

根絶に取り組むならポリオが最適であ

1,213,465人

基本的教育と識字率向上、地域社会の

ると述べました。

クラブ数36,246クラブ

「クレムはそこで、ロータリーによ

経済発展です。

Rotary

地区数523地区

る世界的プロジェクトとしてポリオ

国と地域200以上

根絶に日を向けるようになった」と、

ローターアクト会員数175,735人

開始します。この新たな重点分野にお

2010-11年度R量会長のレイ・

クラブ数10,602クラブ

けるグローバル補助金を支えるため、

グリンギンスミス氏は回顧します。

国と地域160以上

ロータリアンやその他の人々からの寄

1979年11月、

インターアクト会員数340,377人

付や誓約を今後募っていくこととなり

ログラムの主要目標としてポリオ根絶

クラブ数14,799クラブ

ます。

を掲げることに同意しました。

国と地域150以上

プロジェクトのための補助金申請
は、

2021年7月1日から受け付けを

RI理事会は3Hプ

1985年、ロータリーは「ポリオプ

ラス」プログラムを立ち上げ これが

ロータリーのポリオ根絶活動の
立ち上げに尽力した

各国政府、世界保健機関、米国疾病対

レヌーフ元R

策センター、ユニセフとのパートナー

l会長が逝去

世界的ポリオ根絶活動をロータリー
令和2年

8月号

シップである「世界ポリオ根絶推進活

2020年6月16日現在
*

2020-21年度

口霊霊園
WWWLrcta

ry」nOヰOmOjp
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ロータリー財団管理委員長からのメッセージ
2020-21年度ロータリー財団管理委貴長

K.R.ラビンドラン
国際大会へのカウントダウン

「問題」と「課題」はまったく別物です。

衛を見守る超高層ビル

ミツバチが1匹で巨大なスズメバチに挑むとしたら、それはミツバチ
の問題です。しかし、他のミツバチと一緒に群れでスズメバチに挑むので

2021年6月12へ16日に開催予

あれば、それは「課題」で「問題」を抱えているのはスズメバチです。

定の国際大会で台北を訪れたら、高さ

これは自然界の話ですが、人間が直面する苦境でも同じことがいえます。

509.2mの超高層ビル、台北101を

手にしたリソースではどうにもならない状況に直面していればそれは問

必ず目にすることでしょう。

題だといえます。しかし、手にしたリソースの方が状況よりも上回ってい

2007年

にドバイのブルジュ・ハリフアに記録
が抜かれましたが、

2004年にタワー

がオープンした際には世界一の超高層
建築物でした。
台北101のデザインには文化的な
意味が込められています。地上101

階建でですが、この101という数字
には、完壁を表す100よりもさらに
一つ上を行く、という意味があります。

タワーの上層部は8階ごとの八つの
層から成ります。

8は繁栄と幸運を意

味する縁起のいい数字だからです。

8

れば、それは課題にすぎません。人は時に問題を過大評価して、問題を解
決する自分の能力を過小評価することがあります。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックはロータリー財団の手にも負
えないような状況に思えました。しかしふたを開けてみると、私たちがそ
のような事態に陥ることはありませんでした。

6月4日現在、

208件の

災害救援補助金(520万ドル、約5億6,000万円)と169件の新しいグロー

バル補助金(1,380万ドル)をこの3ヵ月間で提供しました。個々のロー

タリアンによる寄付金と財団の資金を活用して、また多くのケースで他の

協力団体による資金も用いて、より大規模でより大きな影響をもたらすプ
ロジェクトを生み出してきました。

私たちはパンデミックに屈することはありませんでした。ロータリアン

つの屑が積み重なった姿は、アジア全
域で伝統建築に使われる竹を思わせま
す。また、台風や地震にも耐えられる
よう、竹のように柔軟で弾力性の高い
構造になっています。

想家、よりよい世界という大きな夢を抱く理想主義者の集まりです。だか

一番の魅力は何といっても展望台で

ロックダウン中にも手をごまぬいていたわけではありません。ロックダ

す。

89階に屋内展望台がありますが、

勇気のある方は91階の屋外展望台を
試してみては。考えただけでも目が回
るという人には、タワーの中央にある
豪華をショッピングモールがお薦めで
す。展望台から見渡せるこの街と同じ
く、台北101は伝統と新しさを見事

に融合させた必見の観光スポットで
す。

-HANK

SAR¶N

は一風変わった人たちの集まりだということば歴史が証明しています。夢
らこそ、普通だったら音を上げるような課題でも音を上げずに立ち向かえ
るのです。

ウンなど起こっていないかのように、資金を集め、プロジェクトを実行し

てきました。支援を必要とする人々に救いの手を差し伸べるという、ロー

タリーの活動自体は変わっていません。ただ方法が以前と違うだけだ
ということに気付いたのです。

プロジェクトの準備と実施の方法が変わりました。
コミュニケーションをする方法が変わりました。
ロータリー財団は、その100年を超える歴史の中で、小さなものから、

世界に大打撃を与えたものまで、すでに数多くの嵐に打ち勝ってきました。

ロータリアンがその力強さと自己犠牲の精神、そして思いやりを持ってこ
l

葛臆臆喜

三吉

臆二￣

ま

O

スピレーションを新たにしています。

皆さまが財団を信じ続ける限り、このパンデミックが収束した暁には、
私たちの財団はより強く、よりしなやかな姿を見せることでしょう。

曇1

易Alp漢音
2021車台]掴際大会の
参加登録はこちらriconvention.org
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地区別クラブ数・会貝数一覧表

田園

(2020年5月末現在)

RC数

地区

会員数
19年5月末

会員数

第2500地区

67

2,271

2,292

第2510地区

70

2,606

2,638

第2520地区

78

2,253

2,271

第2530地区

65

2,321

2,365

第2540地区

42

1,157

1,139

鹿児島大学アカデミー(2730・鹿児島県)

第2550地区

48

1,758

1,784

スポンサークラブ

第2560地区

56

2,129

2,117

第2800地区

49

1,583

1,608

第2830地区

41

1,160

1,209

第2570地区

50

1,612

1,658

新クラブ
鹿児島中央

2020年5月27日承認
会員数:

No2412

34人

例会日:第1・3金12:15

例会場:鹿児島大学内稲盛記念館3階
事務所:

〒

892-0816鹿児島市山下

萩原技研内

町16-20

会長:岩井

久

幹事:萩原功一郎

新クラブ(既存クラブの合併)
津久井中央(2780

・神奈川県)

2020年5月28日承認

会員数:19人

例会日:木12:30

例会場:津久井中央R

C事務局

日本のロータリー
会員概数 88,162人
クラブ数 2,248
(左の表中34地区合計から、
第2750地区のP

Bグループ

を引いた数です)

ガバナー月信より

2750ク

ラブ数・会員数は、

P

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。
P6「日本のロータリー」数は
34地区合計からP Bグルー

プを引いた数。

P

19年5月末

Bグループ9RC会員数

第2580地区

70

2,995

3,082

第2590地区

55

1,995

2,054

第2600地区

54

1,979

1,990

第2610地区

64

2,620

2,687

表中、

第2620地区

79

2,941

3,017

地区合計会員数:

第2750地区

98

4,813

4,867

第2760地区

85

4,886

4.932

人。本誌7月号横組みP74(4

第2770地区

74

2,511

2,615

月分月末)表中、2560・2,127

第2780地区

66

2,356

2,427

第2790地区

82

2,805

2,898

第2820地区

56

1.993

2.001

264人。

地区会貝数億正

本誌5・6

月号横組みP69(3月分月末)
2560・2,123人、

34

88.697人、

表外とP8「日本のロータ
リー」最終行会員数88,428

人、

2750・4.822人、

区合計会員数:

34地

88.576人、

表外とP6「日本のロータ
リー」最終行会員数88,307

人。

第2840地区

45

2,136

2,157

津久井商工会館2F

第2630地区

75

3,232

3,237

幹事:小山里枝

第2640地区

68

1,799

1,867

第2650地区

96

4,578

4,663

第2660地区

80

3,644

3,686

タリー分布図の色を対照し、

第2670地区

74

3,015

3,094

ご覧ください。

第2680地区

71

2,733

2,792

第2690地区

66

3,074

3,112

第2700地区

61

3,176

3,222

第2710地区

73

3,257

3,337

東大阪東フューチャー(2660・大阪府)

第2720地区

75

2,428

2,498

スポンサークラブ

第2730地区

68

2,427

2,446

第2740地区

56

2,188

事務所:

〒

中野1029

会長:井上

252-0157相模原市緑区

旭

*津久井RCと津久井中央RCが合
併。加盟認証日は、元の津久井中央R
Cの加盟日を保持した1993年11月
22日です。

ロータリー衛星クラブ

東大阪束

2020年5月28日認可

会員数:9人

34地区合計

例会日:第2・第4火19:00

例会場:東大阪束R
事務所:

〒

町1-11-12

88,431

鴨トラリーの負

ホテルセイリュウ302号室

横組み

幹事:大塚俊彦

本誌7月号横組みP45

真でつづる100年

「写

★

関する声明」採択を、

1995年から

口認m。

ロータリーの友月間

基本的教育と識字率向上月間

この人訪ねて

Rota

ry

出口浩明

藤原椰三さん(益子RC)

「社会奉仕に

重992年の位置へ同縦組みP

4誌面

上部の地区番号を、第裡坦地区へ、
おわびとともに訂正します。
8月号

*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。

9胴主要語草予定

立命館アジア太平洋大学学長/(学)立命館副総長・理事

日本のロータリ

ー〔10〕」の年表中、

令和2年

48奥付の日本ロー

89,996

諾㌔翳麗する多様性社会
◆訂正

横組みP

C事務局

579-8012東大阪市上石切

議長:須崎洋一

2,257

2,234

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、

ご投稿・お問い合わせは一
〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15

一般社団法人ロータリーの友事務所

Tel.

黒龍芝公園ビル4階
03-3436-6651

Fax.

03-3436-5956

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

ロータリーの友ウェブサイトww.rotary-nO-tOmOjp
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葦鈴木

月刊

ロータリーの長

"職

員

宏

(宇都宮北)

所

長

渡辺

誠二

上野

季

(横浜)

編集長

野崎

恭子

編

安平

和彦

(姫路)

片岡

信彦

(土浦商)

黒野

穫二

橋本

長平

(京都東)

山名

麦

清水

良夫

(横浜)

片山

主水

(名古屋東南)

田中

尭史

(盛岡)

一般社団法人

村井線一郎

(豊橋)

ロータリーの友事務所

樫畑

篇68巻

8月号

20之〇年7月う1目印願i

喜社

貝

辰野

ま020年8月1日韓行

克彦

野生司義光
福原

有-

久保田英男
筒

仁-

(東京西)

(東京小石川)
(東京銀座)

(鎌倉)

(茨木)

監

事

直尚

集

熊谷健太郎
理

(和歌山)

(東京小石川)

福原

有-

(東京銀座)

横山

武志

(束京北)

窓用

一成

(大宮シティ)

羽田

伊助

(東京目黒)

野中

茂

津村

政男

(東京田海東)

渡辺

誠二

(東京みなと)

野崎

泰子

宮嶋

康明

(新千葉)

高野伊久男

(横浜西)

稲Iiiやよい

飯国璽由香

管

野生司義光

(東京みなと)

振込銀行

冨澤

美子

半田

弥生

草野

淑美

三井住友銀行浜松町支店
口座番号(普通)

郵便振替
印

刷

表紙印刷

口座番号

745001与

00180-8-694591

大日本印刷(株)

半七号奥印刷工築(榛)

(lii頓)

一般社団法人ロータリーの左裏技所
〒105-0011

東京都港区芝公園2-6-15黒縦芝公園ビル4階

電話

0う-う4う6-66与1

FAX

O3-3436-5956

編集部メール

hensyu@rOtary-nO-tOmO.jp

管理部メール

keiri@「Ota「y-nO-tOm〇・jp

ウェブサイト

WWW.rOtary-nO-tomOjp

定価20〇円+消費税(送料別)

落丁本・乱丁本は-舷社団法人ロータiノ-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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私の一冊

声

ロータリー・アット・ワーク写真編

★

★★

会員おすすめの本(入手可胱な市販書籍)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

★★

『友』誌についての感想・憲兄を200字以内で紹介。

対象語車名を明記。発行月翌月の10日締め切り。

友愛の広場

★★

エッセーや、海外ロータリークラブ訪問記、時局雑感
など。

私の宝物

1,000字以内。関連写真があれば添付。

★★

動日を入れ、活動後1カ月以内にご投稿ください。

ロータリー・アット・ワーク文章編

★★

内容は写真編と同じ。600字以内の原稿と関連写真を。

内外よろず案内
会員間の趣味の交換、催し物の案内など。

パズルdeロータリー

200字以内。

★★

ペット、思い出の品、コレクション、家族などの宝

3種類のパズル(クロスワード、数狸、シークワーズ)

物を紹介。

を毎号順番に掲載。プレゼント応募の締め切りは発

50へ100字以内の説明文と、宝物の写真。

ロータリー俳壇・歌壇・柳埴

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

行月翌月の10日。
★…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

のご都合もあり、メール投稿はお受けできません。

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、

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

送り先

一般社団法人ロータリーの友事務所

投稿方法、その他規定は友ウェブサイトで!

〒 105-0011東京都港区芝公園2-6￣15黒龍芝公園ビル4階口霊芝霊土嚢
Tel.
03-3436-6651 Fax. 03-3436-5956
WWVWrOtary」notomojp
Eメールhensyu@rotary-nO-tOmOjp

令和2年

8月号

ロータリーの友
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表紙について
イラストレーター

五十嵐仁之

毎朝マスクをして出かけるお父さんに、
幼いお子さんが「パパ、今日も給食当番なの?」
と尋ねたそうです七

自粛続きで閉塞感を感じる毎日ですが、
I封よ解き放たれ、碧い海へ...

⑥

lGARASll

hitoshi

◆

p43詰め将棋の答え◆

▲

1二角成△同玉▲2四桂△同歩

▲1五竜△2三玉▲1三竜まで7
手詰め。
この問題に関するお問い合わせは、往復
はがきに、お名前、ご住所、電話番号を
お書き添えの上、

〒

151-8与16東京都渋

谷区千駄ヶ谷2-39-9

(公社)日本将棋

連盟普及課ロータリーの友詰め将棋係ま
でお送りください。

4

与

臆■
臆■
臆臆
臆臆

2

う

1

「

臆「

-語

馬

◆解説◆

∵〇〇千

二

電

警
浬

電

■

な
し

ささこ

電

四

3手日▲

2四樺が飛車の利きを打診する捨

て駒。対して2四同飛ば縦の利きがなく
なってしまい▲4二竜以下同手数駒余りの
詰みがある。

五

臆開催概要

みんなで囲碁を楽しみませんか?

主催

日本支部

〇第19回ロータリー全国囲碁大会ロータリー囲碁同好会(GPFR)

ローダノー囲碁同好会(GPFR)

ホストクラブ

東京ローダノークラブ

全国から老若男女の囲碁好きが集結する本大会

共催

第2与80地区、第2750地区

は、初級者(初段以下)、中級者(2へ4段)、上級

期日

2020年10月3白(土)

者(5段以上)の3クラス制で持ち時間1時間の

登録受付9:30へ

早碁戦。対局方式はスイス方式で、全4局を予定

(申し込み締め切り:9月2与日)

しています。

3クラスとも4位までを入賞とし、表

会場

内容

3クラス制。持ち時間制、スイス
方式による対局。入賞者への表彰

登録料

7,000円(昼食代を含む)

ラブ対抗戦」も行いますので、クラブ内のご友人を

お誘いください。ロータリアンのご家族や、初心者
も歓迎です。参加はメークアップになります。

東京本院1階対局場

(東京都千代田区)

彰式で盾を授与します。

個人戦のほか、同一クラブ2人の得点による「ク

日本棋院

参加希望の方は、氏名、年齢、地区、クラブ、級段
位、電話番号、 FAX番号を明記の上、 GPFR日
本支部宛に、 FAXでお申し込みください。お問い
合わせには、参加要項をF A Xで返信します。

◇お申し込み・お問い合わせ
ロータリー囲碁同好会(GPFR)日本支部
FAX:03-34与2-16与2

GPFRウェブサイト:www.gopfr.org

開催については時節柄、中止・変更の可能性もありますので、
あらかじめ上記にお問い合わせください。
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ロータリーアットワーク

を感じっつ︑長く愛用されることを願
い︑全て熱球材を使ったものでそろえ

ました︒施設への搬入と組み立て︑設
置は当クラブ会員1 3人と岡崎ローター

アクトクラブ会員4人︑同学園の職員
7人で一緒に行いました︒

午前9時半から学園玄関前で︑子ど
もたちの成長を願って桜とハナミズキ
の諦念植樹︒その後︑新型コロナウイ

ルスへの対応として換気や手の消毒に

気を配り︑全員でマスクを着用し︑講
堂で悪戦苦闘しながら机などを組み立
てました︒感染予防の観点から施設の

子どもたちと一緒に作業できなかった
のは残念でしたが︑最後に寄贈プレー

ト を 貼 っ て ︑ 何とか3時間ほどで作業
を終え︑各部屋に設置しました︒

当日の様子はマスコミ各社に取り上

けられ︑岡崎平和学園のこと︑ロータ
リI活動のこと︑児童福祉の社会的重

要性や意義などを知ってもらう良い機
会になったと思います︒この新施設で
子どもたちが健やかに成長し︑近い将

来︑社会の一員として活躍してくれる
ことを心から願っています︒
(石川敏郎・記)

ロータリーデーとして
教育講演会を開催
地区鹿児島県北部グループ
第2730地区・鹿児島県

当地区鹿児島県北部グループは2月

例に説明︒長年の研究に基づく内容で︑

奥深古を感じました︒講演後の質問も

多数あり︑有意義な時間を過ごすこと

バナー(当時) をはじめロータリアン

串木野市長や一般市民︑害鳥健一郎ガ

デIとして教育講演会を開催︒いちき

んでいた教育問題の講演会に共催する

議を重ねた結果︑串木野RCが取り組

デーのテーマに掲げていましたが︑協

当初は地域環境問題をロータリー

ができました︒

を合わせ13与人の参加を得ました︒

形での開催となりました︒チラシ︑パ

6日︑串木野RCの主催でロータリー

講師として琉球大学教育学部教授の

ンフレットや会場でのパネル展示など

教育〃

を提供するために﹂を演題に講

子氏を迎え︑﹁多様な個人の二-ズや
特性を的確に把握し 〃未来につながる

オ根絶募金をはじめ︑韓教授の著作﹃そ

の取り組みなども広報し︑また︑ポリ

でロータリーのあらまし︑ポリオ根絶

聾影氏と同大学専任講師の小原愛

1

有意義な時間となった教育講演会

を販売し︑

の手︑発達障害ではありません一子
(さくら舎)

演してもらいました︒

∩≡dの奇跡﹄

収益金をロータリー財団に寄付するこ

具体的には乳幼児︑小中学生︑高校

生と社会人︑それぞれの年代の﹁多様

横山良一・記)

とができました︒
(大口RC

な個人の二Iズ﹂とは何かについて︑
韓氏と小原氏が進めるプロジェクトを

notation

An

インターシティーミーティング

都市連合会のこと︒かつては暮

(-つ{○○含y雪の筈コg=-M)

CGF(○ヨerci{yandC-己Geヨera-

FO⁝ヨ)︑ICF(︻己e﹁ci{yGe忌﹁a-

Fe⁝雪︑一皿raci一yGeコe﹁a-Fe⁝ヨ)

いは都市内の多くのロータリアンが

とも言われました︒都市間の︑ある

一堂に会し︑ロータリー情報を学び︑

一つあるいは複数の分区やグループ

親睦を図る会合です︒日本では主に︑

単位で開かれています︒

ロータリー財団の使命を支える︑

地区補助金(富ま﹁i︹{Gあさ︹s)

に使用できる補助金です︒

比較的短期で小規模のプロジェクト

ローターアクトクラブ

ロータリークラブが提唱する︑1 8

(Re︹a﹁a︹︹∩一uず)

ラブです︒リーダーシップや職業ス

歳以上の全ての若い成人のためのク

キルを磨き︑ロータリアンなど地元

のリーダーと交わり︑ボランティア

活動を行います︒ロータリークラブ

にも入会でき︑二重会員身分となる

ロータリーデー(R〇一a雪国ay)

ことが可能です︒

地域社会の人たちに楽しみながら

(Re{a﹁iaつ)

ロータリーを紹介するイベントのこ

情報を学んでもらう機会を提供し︑

とです︒

ロータリークラブの会員のことで

ロータリアン

す︒

〈三田与1

ロータリーの友

8月号

令和2年

A丁WORK
R〇十A鍬Y

悪戦苦闘しながら机を組み立てる会貝たち

ロータリーアットワーク

縄〇十ARYA丁WORK

(RU)

の川野倍大

回のホストクラブを務めた行田さくら
ロータリークラブ
会長(当時) のいとこの子で︑ボスト

ンマラソン覇者︑公務員ランナーとし

て話題となった︑川内優輝選手を講師
に迎えました︒

記念講演に先立ち︑第与グループ地
域内で実施されているマラソン大会に
ついて各クラブから報告があり︑大会

の歴史︑コースの設定︑参加者数の推

移︑大会と各クラブの関わりなどを紹
介︒それを受け︑川内選手からは地域
の名産やご当地キャラクタIなどを大

会名や企画に生かしてほしいといった
アドバイスをいただきました︒

講演は﹁マラソンキャラバン˜地域
貢献への新たなる取組˜﹂と題し︑全

脚﹁マラソンキャラバン﹂を結ぶこと

と共同で進めるマラソンによる全国行

クト﹂を実施︒同時に︑東久留米市社

で﹁陸がい者・高齢者疑似体験プロジェ

大変さを知って良かった︒困っている

声が多く聞かれた一方で︑﹁高齢者の

による各大会の盛り上げ︑市民との交

験用具を寄贈しました︒

会福祉協議会に車椅子と高齢者疑似体

た︑﹁子どもたちに黄重な経験をさせ

人がいたら助けたい﹂という児童︑ま

てくれてありがとうございました﹂と

の避難指示が解除された福島県川内村

川内選手は︑2016年に原発事故

は︑健常者がそうした人たちの気持ち

やすく︑過ごしやすい町にするために

高い都市です︒高齢者や障害者が住み

画していきたいと考えています︒

人たちに喜んでもらえる奉仕活動を計

今回の成果を踏まえ︑今後も地域の

東久留米市は︑都内でも高齢化率の

で毎年4月に開催される﹁川内の郷か

を知ることが第一歩だと考え︑寄贈し

いう保護者の声もありました︒

えるマラソン﹂を含め︑ほぼ毎月︑マ

た備品を活用し︑今回の事業を計画し

アフリカなどで開かれる大会にも出場

また︑国際親善交流としてアジアや

ゴーグル︑動きを制限する重りの入っ

たる280人が参加︒視界を狭める

生の選手と保護者のうち︑約3割に当

セットの計36セットを寄贈︒ぬくもり

習机と椅子を28セット︑幼児用を8

地区補助金を活用し︑児童生徒用の学

ちを奨学支援してきた縁から︑今回は

クラブがここ数年︑学園の子どもた

に新築移転することになりました︒

らされるといった理由から︑この4月

近いため︑災害時には浸水の危険にさ

が︑建物の老朽化が進み︑かつ河川に

などを養護し︑自立を支援しています

親のいない子どもや虐待を受けた児童

岡崎平和学園は19与3年に設立︒

学園に学習机などを寄贈しました︒

目前に控えた児童雲霞施設・岡崎平和

当クラブでは3月1与日︑新築移転を

第2760地区・愛知県

岡崎ロータリークラブ

新築移転した
児童謹話施設を支援

(若林俊幸・記)

ラソンキャラバンを行っています︒そ

ました︒

地域貢献活動が紹介されました︒

流︑マラソンの裾野の拡大︑といった

車椅子などを体験する児童たち

の他︑招待選手とゲストランナーの違

し︑世界中で家族ぐるみの交流を行っ

たベスト︑リストバンドなどを装着し

当日は大会に参加した小学与˜6年

ているとのこと︒国際親善と地域活性

て体育館内を移動した他︑車椅子にも

いなども説明してくれました︒

化︑ロータリーにも通ずるところがあ

参加者からは﹁楽しかった﹂という

試乗しました︒
橋本恭一・記)

ると感じ入りました︒
(行田さくらRU

高齢者や障害者への
理解を深める疑似体験
東京東久留米ロータリークラブ
第2与80地区・東京都

当クラブでは2月白日︑創立与0周年

の記念事業として地区補助金を活用
し︑東久留米市サッカー協会主催﹁小
学校対抗サッカー大会﹂ の参加児童と

その保護者を対象に︑大会の会場と
なった都立東久留米総合高校の体育館
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国各地のマラソン大会と︑川内選手が
あいおいニッセイ同和損害保険(株)

川内優輝選手が記念講演

ロータリーアットワーク

鍬O丁ARYA丁WO献K

口Iタリークラブと地区の活
動を紹介︑600字以内︒字数

を超える場合など︑編集させ
ていただきます︒関連写真が

あれば添付してください︒

問を行っている受賞者から﹁演奏を聴
いてもらい︑喜んでもらえるのが何よ

る個人や団体を見つけ︑﹁善行表彰﹂

において︑人知れず善い行いをしてい

当クラブでは毎年︑学校や地域社会

から生の声を聞けたことは︑思わぬ収

うことができるなど︑受賞者本人たち

の自宅では︑集めたごみを見せてもら

でき︑遊歩道の清掃活動をしている人

りもうれしい﹂という話を聞くことが

と称して表彰しています︒善行者を表

一方︑福祉施設に出向き︑茶道教室

穫でした︒

るところとなり︑﹁自分もやってみよ

のボランティアをしている人は︑例会

員が見守る中での表彰式はいつもとは

う﹂と考える人が地域社会に増えてい

今回の表彰式は新型コロナウイルス

違い︑かえって印象深いものとして心

場での表彰式となりました︒クラブ会

感染症の影響により中止しましたが︑

に残りました︒

山崎一二社会奉仕委員長(当時)と私の

は﹂を説明する文章と﹃ロータリーの

る隙︑﹁善行表彰とは﹂ ﹁ロータリーと

また︑受賞者の自宅や職場を訪問す

二人で受賞者の自宅まで届けました︒

友﹄を持参し︑ロータリーの広報がで

2日に大

これまで延べ662カ所の介護施設

きました︒(新型コロナによる) 災い

備していた賞状と盾は︑3月1

今 期 の 受 賞 者9個人と1団体に向け準

くことを願っています︒

彰することで善い行いが周囲の人の知

第2670地区・香川県

丸亀ロータリークラブ

善行表彰
災い転じて福となす

A丁WORK

で︑三味線演奏によるボランティア訪

(横田龍男・記)

が転じて福となった︑今年の善行表彰
でした︒

新型コロナ対策
除菌水生成機器の導入支援

白山ロータリークラブ

第2610地区・石川県

新型コロナウイルス感染症の拡大を

受け︑当クラブは社会奉仕の観点から︑

白山市とその周辺の事業所や団体を対

さんが︑今年4月に当クラブに入会し

象に︑除菌効果のある次亜塩素酸水を

生成する機器を導入する際の初期費用

通じて広く周知されました︒新型コロ

送局︑SNS (会員制交流サイト)を

たことです︒今回の事業は地元紙や放

5日より福祉性︑公共性︑社会性が認

などを助成することにしました︒4月
1

められる事業所︑団体から公募し︑審

次亜塩素酸水は水道水と食塩を電解

拭し︑困難を乗り越えて収束させよう

なって防ぎ︑住民の不安を少しでも払

ナウイルスのまん延を︑地域が一丸と

して生成されるもので︑レストランな

という当クラブの主張も発信でき︑価

0件を選定しました︒

どでも食器や野菜などの除菌︑消毒に

値のある事業になったと惑じていま

査を経て1

広く使用されています︒消毒用アル

す︒

第2与70地区・埼玉県

地区第与グループ

元公務員ランナー川内さん
ーMで講演

(西尾昭彦・記)

コールは︑マスクと同様に全国的な品

薄状態で︑必要な事業者や施設などに

行きわたっていません︒この現状を憂

慮し︑今回の助成により多くの人たち

に次亜塩素酸水を届け︑利用されるこ

とを期待しての活動です︒

発端は︑個人で所有する生成機器を

2月24日︑当地区第与グループのイ

ンターシティーミーティング

活用し︑市内の学童保育クラブや市役

所︑市民サービスセンターなどに次亜

が開催されました︒記念講演には︑今

(-M)

塩素酸水を無償提供していた本保和之

〈ニ…到与3
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8月号

令和2年

Y 文責縞

「善行表彰」の各受賞者を訪ねて

次亜塩素酸水を生成する機器を届けて

ロータリーアットワーク

放課後児童クラブへ
(郡上長良川RC)
物質を支援

1日平均30入念が利用︒子どもたちの

新型コロナウイルスの影響で休校とな
り︑地域の放課後児童クラブが3月か
ら土日祝日を除いて連日開設されるこ
とになった︒4月から新入生も加わり

ると聞き︑除菌スプレー1

3本と手指消

おやつと消毒液︑体温計が不足してい

0日

毒副う本を郡上市健康福祉部児童家庭
課へ届けた︒物質は市内北部の放課後
児童クラブに配布された︒
算2630地区 岐阜県)
(4月1

(三次中央RC)

美術館敷地の遊歩道を整備
創立30周年記念事業として﹁奥田元宋・

210株とアジサイ1

0株を植樹︒さら

小由女美術館﹂敷地内の遊歩道を整備
し︑開通セレモ二-を行った︒遊歩道
はウッドチップで舗装し︑エビネラン
に地元出身の日本画家・奥田氏の歌碑
の前には御影石のベンチを設置し︑遊
歩道の愛称﹁こもれびの小道﹂は︑市
民から募集し命名した︒小鳥のさえず
りを聞きながら散策を楽しんでもらう
ことを期待している︒
(6月2日 第2710地区 広島県)

(熊本東RU)

医療従事者の会貝も支援

口I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︒

3月から中止している例会の開催予定
費から100万円を小梅市に寄付︒新
型コロナウイルスの感染症対策に関す
る基金の創設を要望して︑市長に目録
を贈呈した︒市長は臨時市議会に基金
創設の条例案を提出するとし︑﹁生活支
援や医療体制の整備︑経済対策に充て
たい﹂と述べた︒
北海道)
(与月1 4日 第2与10地区

市に感染対策に関する基金
創設を要望
(小橿RC)

第2720地

新型コロナ禍の中の社会奉仕活
動の一環として︑児童善謹施設・
菊水学園と高齢者介護施設・き
ほう苑を訪問し︑マスクと消毒
用の高濃度アルコールを寄贈し
た︒翌日の例会では︑医療従事
者の会員与人にマスクと消毒用
アルコールを贈呈し大変喜んで
もらった︒
熊本県)

(与月2与˜26日

区

小梅ジャーナル提供

字数を超える場合は編集させていただき
ます︒必ず活動日を入れてください︒記
念写真 (集合写真) は搭載できません︒
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消毒液を寄贈(柴田RC)

町内会医療機関に

ルを柴田町内にある1

9の医療

新型コロナウイルス感染症対
応に追われる医療機関で︑感
染予防用品が極端に不足して
いると知り︑消毒用エタノー
機関全てに寄贈した︒寄贈先
からは感謝の手紙が届き︑奉
仕活動の喜びを実感した︒
8˜1 9日 第2与20地
宮城県)

(与月1

区

(堺フエ一一ツクスRC)

地元施職にマスクと
フ工-スガード寄贈
堺市にある高齢者施設と病院に︑
医療用フ工-スガード200枚と

米山学友から提供されたマスク
2000枚を寄贈︒施設職員か
ら﹁マスクが不足していたのでと

ても助かります︒きっそく使用
させていただきます﹂︒医師から
は﹁フ工-スガードがなくクリア
ファイルで作っていたので︑本当
に助かります﹂と喜ばれ︑地域に
密着した社会奉仕活動となった︒
第2640地区 大
阪府)

(与月9日

地域の医療現場を
(稚内RC)
支援

北海道)

新型コロナウイルスの感染
が広がる中︑地域のために
何か役立てることはないか
と模索した結果︑﹁最前線
で働く現場で役立ててほし
い﹂との思いを込め︑市役
所を通じて市立稚内病院へ
100万円を寄付︒贈呈式
で市長へ手渡した︒
(与月22日 第2与00地
区

京都府医師会へ
マスク贈呈

(京都洛北RC)

社会奉仕委員会の活動とし
て︑京都府医師会へマスク
4000枚を贈呈した︒新型
コロナウイルス感染症の最前
線で闘う医療現場のマスク不
足への一助となればと計画し
たものの︑マスクの調達は難
しく︑会員の協力でなんとか
実現でき︑ロータリーの友情
を実感する機会ともなった︒

(4月1

4日

第26与0地区

贈呈の模様は︑地元の新聞に
も掲載ざれた︒

京都府)
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子どもの絵が市内を走行
皆を笑顔に

第2660地区

大阪府

池田ロータリークラブ

クラブでは2019-20年度の社会奉仕事業として︑地域

の子どもたちが描いた絵を池田市の公用車両にラッピングする

事業﹁笑顔はぐくむプロジェクト﹂を︑池田市制施行50周年記

念事業として︑池田市と市教育委員会︑(一社) こどもミュー

ジアムプロジェクト協会の協力を得て実施しました︒

このプロジェクトには背景があります︒ある運送会社が交通

死亡事故を起こしましたが︑二度と同じ悲劇を起こさないと

替った社長が︑ドライバーに心のゆとりを持ってもらうために︑

トラックに絵をラッピングし始めました︒そのアイデアにクラ

ブとして共感し︑わが市でも実施して︑日本全国︑世界へと広

げていきたいと思い︑着手するに至りました︒

市内の小学校に通う1˜6年生を対象に︑年末年始の約1ヵ

月間で絵の作品を募集したところ︑与00点近い応募があり︑

0台にラッ

6日の表彰記念式典以降︑市

入賞した31作品が池田市の公用車やごみ収集車など1

ピングざれました︒それらは2月1

内を走っています︒

子どもたちの絵を車両にラッピングした事例はこれまでにも

ありますが︑地方自治体を巻き込んでの活動は︑今回が全国的

にも初めての事例ではないか︑と聞いています︒

子どもたちの絵が描かれた車両は︑先を急ぎ焦る気持ちでハ

ンドルを握るドライバーたちに癒やしを与えます︒帰宅を待つ

家族がいることを思い起こしてもらい︑安全運転につながれば

と願っています︒車両を見かけた人たちも思わず笑顔になり︑

幸せな気持ちになってくれたらと思います︒

(永田大介・話)

N0.8

VOし.68

2020

ロータi)-の友

〈駈]

56

を進めていた湯川秀樹博士の紹介を得て︑私も

そこで﹁原爆の無い時代を創る〃世界連邦運動〃﹂

じ秋田出身の明石康事務次長と出会いました︒

のバッジ一つで有意義に世界中を旅することが

れて人生を楽しんでいます︒今ではロータリー

妻︑男女2人ずつの子どもと5人の孫にも恵ま

イジレスエイジの時代﹂ の探求です︒最愛の

みんなに公平か﹂﹁4.みんなのためになるか

知ってしまった場合︑﹁1.真実か

とC社に対して水増し請求をしている事実を

社︑C社があったとして︑たまたまA社がB社

分の会社とそれぞれ良好な関係にあるA社︑B

秋田螺∴燃料器具販売)

匡哉

かもしれない︒

ずしも﹁3﹂だけではなく︑﹁1﹂や﹁2﹂や﹁4﹂

だろう︒また︑別の場面では︑矛盾するのは必

意と友情を深めるか﹂とは矛盾する結果となる

るかもしれない︒そうなれば︑その時は﹁3.好

ては私が逆恨み的にA社から憎悪の対象とざれ

各社との関係は間違いなく崩壊し︑場合によっ

しかし︑そのことで今まで良好だったA社と

社に告げることを決断すべきだろう︒

どうか﹂と考えれば︑私はその事実をB社とC

どうか﹂﹁2.

この運動に参加︒核兵器と戦争の廃絶を訴える
できます︒

一口

成田空港南鈴木

人生の道標

﹁四つのテスト﹂が

(第2540地区

を思い出し︑この一文をしたためました︒

ウンRCへメークアップした時に︑二十歳の旅

久しぶりにニューヨークを訪問︑チャイナタ

国際科学者会議﹁パグウオッシュ会議﹂に関心
を持ち︑調べている時期に秋田へ帰郷︑自分の
人生を歩むことに決めました︒

米の輸出事業などを手掛けつつ︑秋田からの
国際連携事業を考えました︒50隼先の未来に向

かってこれからの卯年を生きる︒﹁核の平和利
用は無い︒非核のみが生きる道﹂をテーマにし

ました︒数々の地域おこし活動のほか︑アフリ
カのソマリアに秋田米を送る﹁愛の一粒運動﹂
(82˜86年)︑91年からはチェルノブイリ

原発事故の被災地ベラルーシへの支援活動を続

だ︒先輩諸氏には釈迦に説法だが︑シカゴ・ロー

リーに入って最も良かったと思うことの一つ

決﹂を取ることにしている︒ただ︑それが正し

1︑2︑4には合致する﹂といった具合で﹁多数

葛藤﹂が生じた際︑今の私は﹁3には反するが

の

タリークラブ(RC)の会員だったハーバート・

い考え方なのかは分からない︒それに︑﹁四つ

このように︑心の中で﹁﹃四つのテスト﹄

テーラーが︑経営難の企業を立て直す目的で考

のテスト﹂全てに合致する解を兄いだせないの

﹁四つのテスト﹂との出合いは︑私がロータ

案した会社や社員の行動規範を︑ロータリ1が

ば︑ひとえに私の不徳ゆえなのだろう︒

それでも私は︑あらゆる場面でこれからも決

採用して改案︑今に至る︒

私はさまざまな場面で︑事の大小にかかわら

こんな私でもいつか﹁四つのテスト﹂全てを

断をし続けていかなければならない︒なぜなら

ビジネスやロータリー活動といった枠を取り

満たす決断ができるようになる日が来るのか︑

ず何かの決断をする際︑いったん立ち止まって

払っても︑私たちがより良く生きようとすると

あるいはそんな日はやって来ないのかもしれな

それが人生だからだ︒

きに重要で普遍的な要素を︑これ以上ないほど

い︒いずれにしても︑たとえそこに葛藤が生じ

﹁四つのテスト﹂ を思い返すようにしている︒

的確に表していると思うからだ︒

るとしても︑﹁四つのテスト﹂が私の人生の道

IT)

しかしここ数年︑私の中で﹁﹃四つのテスト﹄

千葉県

標であり続けることだけは間違いなさそうだ︒

(第2了90地区

全てに合致する決断は可能なのか?﹂という疑
問が生じている︒あえて極端な例を示すと︑自

〈二王司57
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8月号
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け︑同国の名誉領事を務めています︒
二十歳の旅から的年だった今︑次の目標は﹁エ

NY・ウェストチェスターRCの例会に出席(2020年1月)

FR音ENDSHIP醗
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波輝﹂と﹁四つのテスト﹂の碑が建立されました︒

近年の度重なる自然災害発生により︑﹁今現

配するに鯨の噴水をもってする

こゝに﹁四つのテスト﹂ の碑を建立し

きたいので︑エグ方法を才へデケレ﹂

にはがきを書きました︒﹁僕はポルトガルに行

行かずに︑先生からの郵便を待ちました︒3日

それから数日間は︑学校から帰っても遊びに

はるかなる海底にねむる

日にはがきが来ました︒うれしかっだ︒そこに

襟をただし

わが身﹂

万霊の冥福を祈るとゝもに

は﹁1︑英語を話すこと︑2︑世界時刻表を手

在ある状況が永遠には続かないこと﹂﹁明日は
することが肝要であると︑改めて思わずにはい
常に心しよう

の気持ちを常に心に刻み︑災害に対処

られません︒皆さまに︑このチリ地震津波碑の

に入れること︒3︑お金を貯めること﹂ と書か

れていました︒

﹁ナーンだ﹂︒そこで二十歳までに︑その三つ

石巻ロータリークラブ

石巻東ロータリークラブ

をやり遂げる決心をしたのです︒その日から平

配達をしてお金を貯めました︒旅の経験を積む

生時代はヤクルトの配達︑中学・高校時代は牛乳

父に相談してアルバイトを始めました︒小学

ました︒

間︑先生とは年賀状だけでしたが︑文通を続け

川先生が亡くなられる1986年までの約24年

発電装置配布)

宮城県

大曲佐々木正光

﹁二十歳の旅﹂

アメリカで思い出す

(第2520地区

一九六一年五月

海難はまたやつてくることを

こんなに

碑文をご紹介します(以下︑原文のまま)︒
ほら

まるで慈母のように穏やかな海も
ひと度荒れ狂うと

恐ろしい残忍な形相となる
海難・津波・海難と
こゝ三陸一帯に

無常な海の惨禍が絶えることがない
一九六〇年五月廿四日のチリ地震津波

此の日におくられた

人を誘って自転車で1

ため︑高校2年生の夏休みにはクラスメート2

田県教育主事の故平川英一先生から﹁今の日本

まだ砂利道で︑砂ぼごりが舞う悪路でした︒

私が小学校5年生の時︑社会科の授業で︑秋

はるばる海外からの口-タリアンの

が加工貿易国になったきっかけは︑種子島鉄砲

東京都内をはじめ

あたゝかい御芳志と

伝来だった﹂ という話を聞きました︒自分の耳

が大きくなったような気がしました︒なぜかそ

空港を出発し︑120日間の世界の旅をしまし

語念世界旅行﹂を準備︒了0年1

大学時代には都内で新聞配達をして ﹁二十識

0日間かけて東北を一周︒

近海捕鯨の御厚意により

こで﹁必ず︑ポルトガルへ行く﹂と︑決心した

た︒ポルトガルを含む27カ国を巡りました︒

へ駆け付けました︒ここから︑先人に学ぶ人生

授業が終わって平川先生の後を追い︑教員室

し︑自分の哲学を形成していきました︒後に沼

年間︑沼ゼミを主宰しました︒学生運動も体験

大学では法学者の沼正也先生にお願いして4

2月25日に羽田

のです︒

が始まりました︒教員室の戸を聞けるなり﹁平

先生には大曲法人会総会で講演をしていただき

エイジレス・エイジを射程に入れて﹂は︑

ました︒この時の演題﹁高齢化社会と企業経営

へンへの住所を才へデケレ﹂ と

川へンへ!

言ったのです︒平川先生はすぐさま楼手市の住
所を教えてくれました︒

東京都庁勤務時代︑アメリカ大陸を長距離バ

﹃沼正也著作集哲に収録されています︒

にあった小適いの5円を握り締めて郵便局に走

スで6000㌔㍍を横断し国連本部を訪問︑同

放課後は道草もせずに家に走って帰り︑仏壇
り︑はがきを買いました︒そして平川先生宛て

NO.8

VOし.68
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う8〈二重コ

昨年1月︑(生徒会の)元会計の工藤に﹁何かや

カ月後に7人になり︑スタートを切りました︒少

たいと思ってくれる同級生が3人いました︒数

要と知りました︒ありがたいことに︑一緒にやり

クラブの立ち上げには︑最低与人の会員が必

える大きなきっかけになるかもしれませんー・

きる︒それは︑もしかしたらその子の人生をか

ことです︒でも︑それを拾い上げることならで

そんな私たちが結成したインターアクト︒全て

りたい﹂と言われました︒彼女の中では﹁何か﹂

しずつ活動していく中でさまざまな出会いに恵

は偶然の重なりでした︒

は霧の中だったようですが︑﹁何かをする﹂とい

まれ︑今は1与人で活動しています︒

仕は自分自身のスキルを磨き︑他人への思いや

全てのロータリアンが感動を覚えました︒奉

うことは決まっていたようです︒当時の私はク

バーばかりですから︑皆が同じ方向に進めるよ

展し︑若きリーダ丁が世界へと羽ばたき︑奉仕︑

未来のリーダーを育むインターアクトが一層発

りの心を形成し︑より心を豊かにしてくれます︒

思いを打ち明けてくれたのか︑今でも不思議で

うに導くのは簡単ではありませんでした︒意見

国際親善の大きな一歩になることを確信してい

会員の性格がバラバラで︑個性の強いメン

すが︑話す中で﹁炊き出し﹂﹁留学﹂﹁海外ボラン

のぶつかり合いで︑苦しんだ時期もありました︒

ます︒

ラスで目立つ方でもなく︑彼女がなぜ私にこの

ティア﹂などのキーワードが出てきました︒

あの苦しい経験は︑今の私に大きな翼をくれま

建立00年に思う

製茶)

そこで︑今は私たちの顧問を務める神谷先生

した︒今後はそれを使ってより高みを目指しま

﹁チリ地震津波碑﹂

埼玉県

に︑相談に行きました︒﹁何かしたい﹂﹁でも何

す︒もっと心躍る方向へ進んでいきたい︒大切

(第2570地区

をしたいのか分からないし︑誰に相談すればよ

な仲間たちを信じて︒

教えてくれました︒自由とは自ら考え︑決断し︑

そしてこの経験は︑私に本当の自由の意味を

ました︒すると先生は︑待ってましたとばかり

自分の行き先を決められるということ︒責任を

今から00年前︑1960年5月23日(日本時

辰之

に﹁なら︑それをつくるか﹂︒正直︑できるわけ

放棄することではなく︑自分の可能性を広げる

間)︑南米チリでマグニチュード9・5の大地震

浅野

ないと思いましたが︑本当は心の中で︑少しわ

ためにあるものです︒つまり考えや意思のない

石巻束

くわくしていた気がします︒

が発生︒約22時間半後の24日未明に︑最大6・

した︒

1㍍の津波が東北の三陸海岸を中心に襲来しま

り︑当クラブがある宮城県石巻市も人的被害︑

日本各地に被害をもたらしたこの津波によ
ける︑見つけないも自由です︒今後のインター

家屋流出︑浸水の甚大な被害を受けました︒三

三陸沖地震(1933年)︑そして東日本大震

アクトがどう変化するかも自由ですが︑進化し

ロ˜タリアンの皆さんに一つだけお願いがあ

陸海岸は明治三陸沖地震(1896年)︑昭和

ります︒子どもたちの前にどうか小さくても︑

波の被害を受けている地域です︒

災(2011年)と︑たびたび大きな地震と津

を皆さんにいただきました︒私たちにとって可

ロータリアンからのご芳志により﹁チリ地震津

中心部の高台にある日細山公園内に︑国内外の

この津波の翌年(1961年)5月︑石巻市

能性やチャンスを生み出すことはとても難しい

こうしてこの場に立ち︑思いを伝えるチャンス

チャンスを落としてあげてください︒私は今︑

続けなければならないと思っています︒

は︑実は多くの選択肢がありました︒それを見つ

はないことも︒何かに迷ったとき︑私たちの前に

また︑自由には選択肢がYES・NOの二つで

ところに自由はないということです︒

な言葉足らずの思いを︑情熱と勢いだけで伝え

音容±
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いのかも分からない﹂﹁でも何かしたい﹂︒そん

会長としてあいさつする中島萌栗さん

FR音ENDSH書P
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も駄目です︑返してください﹂とのことである︒

言 ロータリーの灯火

品弘

新型コロナウイルス感染症拡大予防対策とし

越谷中山晒

﹁良かった︒帰られたかなと探し て い ま し た よ ﹂

て︑さまざまな会合や会食︑さらには取引先や

忙しい日々も癒

と一緒に就寝。

やしてくれま

賢治

埼玉県立所沢高等学校
IAC認証状伝達式

入間後藤

設問をレポートで提出となると一生懸命内容を

提唱クラブの所沢東RC︑地区ロータリアン73

クラブ(IAC)認証状伝達式が︑高校生1

1月18日︑県立所沢高等学校インターアクト

記憶し︑まさに ﹁災いを転じて福となす﹂ のご

人が出席し盛大に挙行されました︒IAC会長・

5人と

とく︑語録にも記憶にも残るようになります︒

中島萌栗さんの素晴らしいあいさつをご紹介し

所沢高校には校則がありません︒全ては生徒

ます(以下︑一部抜粋・要約)︒

て100年目の節目の年と乗算になることか

の自主性で成り立っています︒髪を染めたリピ

7歳の青年で︑悩んだり︑

ら︑その重責を担うべく︑あれやこれやと思い

6︑1

NO.8
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あ˜あ︒周りは沈黙︒こんなご 時 世 だ か ら し ょ

うがないか⁝⁝と諦め︑大人用を7枚ほど買っ

て︑帰ろうと駐車場に向かうと︑その婦人が入

と︒﹁これどうぞ︑少しでも安くと思って﹂と︑

関係先との付き合いまで﹁自粛﹂ で︑この原稿

り口でキョロキョロ︒僕を見つけてニッコリ︑

あの子ども用マスクを一個渡してくれた︒

日々が続いています︒越谷中RCもど多分に漏

ら遼のきがちになるロータリーライフ︒それで

を書いている4月末現在︑私的非現実(?)の

彼女は電子決済でさらにポイントが付くらし

れず︑3月の第2例会から休会が続きました︒

もロータリーの同志の灯火を絶やさぬよう︑あ

二人とも的円の半分の25円ずつ安くなる上︑

い︒僕は現金なので︑僕が買っていたらポイン

何よりこの時期は︑次年度に向けてのさまざま

サッカー選手に
ちなんで名付け
ました。毎晩私

住宅リフォーム)

トも付かなかった︒若い人の考えは素晴らしい︒

なブラジルの

埼玉県

れやこれやとつづり発信する︑今日この頃です︒

のダックスフン
ト。孫が大好き

(第2了了0地区

な行事がめじろ押しであるにもかかわらず︑次
年度会長には必須のPETS (会長エレクト研

島根県

会社に戻って︑みんなにこの感激を話そう!

﹁感激-!﹂

PETS用DVDを自宅で確認

友達と笑い合いながら日々を過ごしています︒

が︑中身は普通の1

アスをしたり︑とても高校生には見られません

りますが︑かような現状でややもすれば日常か

それが︑想像だにしていなかった事態ではあ

描いておりました︒

催に加え︑日本にロータリークラブが創設され

りの東京でのオリンピック・パラリンピック開

ガバナー補佐を仰せつかった当時は︑56年ぶ

録に残るがゆえに︑より真剣になり︑聴く方も

したが︑DVDの録画でとなると︑話す人は記

部門の委員長の話を一方的に聴いているだけで

ですが︑物事は捉え方次第です︒これまで各

げ句にDVDをもって為すことに⁝⁝︒

き地区研修・協議会まで開催できず︑思案の揚

修セミナー) に始まり︑その集大成ともいうべ

2004年生まれ

2020

ロータリーの友

60〈二田

膏彦(静岡県・浜松北RC)

板谷

(第2690地区

す。いつもあり
がとう、ロビ!

広告看板)

愛犬ロ ビは

新型コロナウイルス
収束の切り札は

エッセー、海外のロータリークラブ訪問

龍夫

PLAZA

あいさつの時に抱き合うことなく︑おじぎだけ
で済ませる生活様式の違いも︑欧米のような都
市封鎖までには至らなかった一因のようだ︒

近くの人に聞いた

来て帰るのも⁝⁝と思い直して列に並んだ︒

僕は何番日くらいかな?

ところ︑68番目だそうである︒前のご婦人たち

の話では︑前回の販売は100箱だったそうだ︒

何とか買えそうかな︑でも今回の入荷は何箱か

ロータリー活動として気を付けることはどん

なことか︑4月中句の今︑考えてみた︒

な︒まだ7時半︒9時開店なのであと1時間半︑

どう過ごそうか︒前後のご婦人たちはほとんど

1.新型コロナウイルスに感染しないための注
意事項を啓蒙する (コロナはアルコールに

が新型コロナウイルスに関するよもやま話で︑

にぎやか︒

弱く︑アルコールでの手指消毒が有効)︒

2.専門家に新型コロナウイルスの特徴と︑日

用40個を︑開店1 0分前から販売する﹂とのアナ

8時45分にやっと﹁大人用100個︑子ども

3.地方公共団体による新型コロナ陽性者の受

ウンス︒ああ良かった︑販売が始まったみたい

本の治療の問題点を講演してもらう︒

け入れ宿泊施設︑医療施設の借り入れを支

だ︒しかし︑前方から3枚入りとか5枚入りと

総合病院)

隆臣

たかったのに﹂︒前の婦人が ﹁残念でしたねー︒

念でした︒申し訳ない﹂﹁あー︑孫に買ってあげ

てしまい︑僕の前で売り切れ︒店員さんが﹁残

心配していると︑案の定︑前の4人がみんな買っ

らいまで残っているようだ︒揃の人が買うのか

子ども用はもう駄目と諦めていたら︑4人前く

配布が先で後でレジで清算する方式で︑僕は

2時間待って5枚だけ?﹂︒皆さんがっかり︒

かいう声がする︒﹁1箱じゃないの?﹂ ﹁えー︑

援する︒

青森県

4.財政面の支援︒地方公共団体への働きかけ︒

などが挙げられる︒
(第2830地区

新型コロナ禍での
﹁感激﹂

大田谷本

ので貰っておいて﹂ と頼まれた︒どうも朝6

うで︑明日ドラッグストアで販売があるらしい

取った︒周囲からも﹁良かっだですね﹂と言わ

て﹁どうぞ﹂と︒﹁いいんですか!﹂と︑受け

すると︑3人前の婦人が子ども用を差し出し

私たちは良かった﹂と一言︒う˜ん!

時ごろから並はないと売り切れてしまうよう

れ︑孫の喜ぶ姿を想像し︑感謝しながら説明文

先日︑娘から﹁マスクがそろそろなくなりそ

で︑普段7時すぎまで寝ているのに︑早起きし

第一次世界大戦の頃流行したスペイン風邪に

み不全)を招き︑死亡する︒

よく似ているが︑現在では各種レスピレーター

を読んでいたら︑しばらくしてその婦人が

大阪でのワクチンの開発進行︑アビガン︑プサ
ン︑アクテムラなどのような日本で開発された

治療薬が︑治療への臨床認可に向け︑その候補
に挙がっているのが希望の星である︒日本では

しいしやめようかと思ったが︑まあ︑ここまで

ものすごい行列︒しかも︑女性ばかり︒恥ずか

時すぎに起き︑7時に出掛けてみると︑なんと

いくらなんでも早朝6時はないだろうと︑6

こと︒﹁僕が100円出しますよ﹂と言ったが﹁で

うなので︑やはりその子ども用を買いたいとの

てですか﹂と聞くと︑2個買うと50円引きだそ

はりやめます︒返してください﹂︒﹁え︑どうし

﹁や

て貰いに行くはめになった︒

等輿があれば添付してください。

も普及し︑レムデシビルの医療認可を皮切りに︑

がて脚線維症(肺の壁の硬化による酸素取り込

(人工呼吸器)を使用せざるを得なくなる︒や

傷を起こす問質性肺炎となり︑レスピレーター

後6日日頃から重症化し︑肺胞の壁に炎症や損

軽い熱︑咳で済んでしまうが︑一部の人は発症

新型コロナウイルスは︑感染しても大部分は

青森中島

1.000字以内。関連
託、時局雑感など。
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8月号

令和2年

FRIENDSHIP

北海道・登別

別れ来て番のマスクを外しけり

気がつけば花の盛りは過ぎにけり
埼玉・熊谷籠原

穴を掘り犬の寝ころぶ薄暑かな
埼玉・川口中央

鷲にぴたりと止まる器の手
千葉・野田

千葉・富里

縁側へ座を移しけり憂座敷

神奈川・横浜北

北窓を聞き 山 河 の 雄 々 し き よ

愛知・瀬戸

陣痛の始まる気配夕焼空

水雷へて手を合はす背に青嵐
三重・伊勢度会

春信む何することもなく蟄居
京都・福知山

花人に酔ひたることもなつかしく
奈良

奈良

摘草や根につく土もかぼりたつ

今日の日を笑顔で別れ春信む
兵庫・神戸西

天空を舞ひ来る花の下に入る
埼五・日高

菊根分﹁命 の う だ ﹂ を 口 ず さ む
埼玉・日高

光彰

寺島きしを
森田

細井善次郎

政雄

毒害

康宏

腕白

祥子

清水佳世子

高木

犬竹

飯田美奈子

寺田

寺田眞佳子

松山ひとし

村田

玉井美智子

三ッ堀哲宗

寒都

高梨昇一郎

カーブして籠わりの見えぬ花の通
埼玉・旦高

投稿規定◇雑詠◇クラブ会貝︑豪族◇一か月に葉書一人
一散に三句まで◇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﹄俳壇係亮

露語の畠より掘りし新芋を
友は持ち来てとろろに揺りたり
長野・佐久コスモス

廃屋となりし校舎の入口を
ふさぎ紅梅いまさかりなり
岡山・倉敷瀬戸内

久しぶりに会いたる友に贈りたり
ラナンキユラスの黄色い花を
茨城・友部

蕃たけて大藤棚の花房に
誘惑さるる蜂の群れかな
茨城・古河束

千葉・富里

ウイルスで例会中止が続きおり
三十年で初の彊験
中国の友から届くサージカル
マスクは繋ぐ友情の絆
岐阜加納

中溝

申桐

道保

眞彦

マスクして三密避ける恋の通

奈良

とりあえずマスク着ければ免罪符

兵庫・神戸中

寺田

吉井

大平

白い日で見られぬようにマスクかけ

香川・高松

コロナ禍は退職祝いも吹き飛ばす

康宏

部弘

昇

ファッションを重視し過ぎた院議服
新潟 小林

大野

善弘

悟

快三

聖二

深諒思わず絵の具買い足して

青森北東

どちらかが我慢したから良い老後

埼五・人関南

三密を避けて手を振りまだ会おう

速間

弘子

幸男

井口

東京日本橋東

大関は通過点だよ朝乃山

辻

政美

正

宮山・射水

お父さん続く言葉に胸騒ぎ

京都・宇治鳳凰

めんどうと思えば一つ年をとる

日本ロータリIEクラブ26与0

裸一貫夫の話止まらない

鴨谷瑠美子

投稿規定◇雑諒◇クラブ会員︑家族◇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﹄柳堰係宛

大阪西

西川

江守

甲斐総治郎

和夫

悪魔退散シュツシュツふって補語する
大分・中津 古田

久子

福岡イブニング

矢吹

幸子

政雄

小山

寒郡

武彦

重博

敏子

尚子

鵜飼

井上

北里美知子

松森

池田

小村

テレビにてメーカーが競ふビールの味
タレントも競ふ旨そうな表情
島根・出雲南

片隅に吹き寄せられしハナミズキ
白き花びら茶色くなりで
京都東山

奈良

バイクにて走るばかくも楽しきか
風切る昔に若きに還る

約束のひとつひとつは反故なれど
濃く紫に花菖蒲咲く
熊本水前寺公園

寂しさをうながすからに夕焼けを
見まいと思ひカーテンを閉づ
東京荒川

投稿規定◇雑談◇クラブ会貝︑家族◇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﹄歌壇係宛
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競闘壇
躍

稲畑

自粛して惜 春 の 旅 恋 ふ ば か り
兵庫・神戸西

利昭

汀子園

村野

今年のコロナ騒ぎによって︑変更せざるを得な
いことが︑世界中の人々に戸惑いを与えた︒日本
でも︑ちょうど桜の咲く頃に予定を立てていた旅

灘畑

洋子

て︑その人々の心情が察せられる一句となった︒

などを︑キャンセルしなければならなくなっ た ︒
自粛を守った人々の戸惑いが素垣に述べられてい

花の風脚ぐたび空深くなる
東大阪東

咲き満ちた桜の花である︒はらはらと散り初め
の桜に気が付いて︑空を見上げる作者︒幾度も繰
り返す落花の風情に見とれているうちに︑落花を
通して空が見え初め︑その空がだんだん深くなっ

木下

脅藤

競売

隆二

馬野僚一郎

ていくような感覚に陥ったのであろう︒やがて青
空が刻々と広がる︑時間の経緯までが感じられる
秀句である︒

葉桜や胸の底まで緑色
鳥取・倉吉

八十八夜農日記くり種用憲
大隈うつぽ

郭公の靭溶けゆく伊那の谷
長野・飯田南

蕃填
乎峯

千春

佐佐木幸細岡

子無けれど香川の母と呼びくるる
卒業生らに満たされてをり
香川・高松

人によっては︑子供がないと寂しいという人も
いるけれど︑自分は大丈夫︒大勢の子供を持った
ようなものだ︑というのです︒
作者はかつて高校(だろう) の教員をしておら
れたのでしょう︒退職してからも︑クラス会を開

森田

光彰

いて呼んでくれたり︑何人かで家に遊びにきたり
するのでしょう︒よい生徒を持って幸せですね︒
きっと︑よい先生だったのでしょうね︒

菜園をただ眺めいて飽きるなし
手入れを縫えて出勤飲みながら
埼玉・熊谷寵原

農家としてではなく︑まあ︑趣味として菜園を
持っておられるのでしょう︒ちょうどいいくらい
の広さの畑に︑自分の好きな野菜だけを育ててお

下旬︑﹁前掛飲みながら﹂が:つまいですね︒

られるのでしょう︒
ここが決め手です︒﹁酒のみなから﹂ ではわざと

寺田眞佳子

らしいし︑﹁茶をのみながら﹂では普通すぎます︒

鰹節を何年ぶりかに削りをり
厚き薄さに一喜一憂
奈良

てじま晩秋閲

このところ︑どこのチャンネルを回しても︑﹁新
型コロナウイルス﹂ のニュースばかりです︒何と
しても初めての経験ゆえ︑右往左往する人々の姿

何とも分からぬ中︑ひたすら終息を願う毎日で

が︑連日映し出されております︒

沼田

小野

良一

廣

順蔵

川俊

亀ケ谷純子

佐藤

す︒皆さん︑お疲れでしょうが︑頑張っていきま

しょう︒

青森・五所川原中央

三密へ説の渇きが怖くなり

青森

ウイルスで日本列島引きこもり

三密を避け人消えて鼠活

新潟・吉田

休会も落ちつかぬ時間例会日

行く番やコロナも連れて行ってよね
埼玉・川口中央 納口

滞徹

神奈川・横浜港北

阿部

光彰

志村けんその普通さの偉大さよ

埼玉・川口中央

コロナ山五月場所をも投げ飛ばし

森田

埼玉・熊谷籠原
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圏
壇

骨思証し臣∴重野臣堅剛フ;

クラウド勤怠管理

めに使用者が講ずべき措置に関するガイド
ライン﹂では︑タイムカード︑ICカード︑

パソコンの使用時間の記録等の客観的な記
録を基礎として確認︑と記載があります︒し
かし︑手書き出勤簿やタイムカードなどの記
録だと︑従業員の出退勤を必要な時に把握で

きず︑記録を集計するだけで膨大な時間が
かかってしまいます︒対して︑クラウドを
利用すれば︑これらの記録をリアルタイム
で確認することができ︑ソフトによっては

親の

なぜ倒産

甜

甜

鈴木

成一

23社の破綻に学ぶ失敗の法則

平塚RC

かつて︑一度はわが世の春を翰離した23社

の破綻劇を分析した書︒社名やその取扱商品︑

サービスを一度は耳にしたもの︑また︑その

本拠地が私の地元と言ってもいい企業もあ

また︑出勤簿や紙の提出だと︑締め日に

いった機能が備わっているものもあります︒

有給休暇の取得日や残日数が確認できると

たたき込みたいのは︑それぞれの経営者の判

減という理由は措くとして︑この書から頭に

リーマンショックや東日本大震災による需要

収められた破綻劇には共通項が見える︒

り︑いささか寂しい読後感であった︒

クラウド勤怠管理とは︑インターネット

なって﹁労働基準法に違反している﹂といっ

有給休暇の管理簿作成や確認の必要がなく︑

を使って勤怠管理ができるサービスのこと

た事実が判明しないとも限りません︒クラ

働き方改革関連法が施行され︑年5日の

アルタイムで管理できます︒タイムカード

時間や出張の際の移動時間などを細かくリ

いが︑失敗にはある﹂(第2了80地区

神奈川県)

拝借した一文で結びたい︒﹁成功に定石は無

いる間は美談となり得るものだ︒前書きより

重経営⁝⁝︒どれもが︑会社がうまく回って

した強気の設備投資︑職人社長による技術偏

デルを変えられない︑ある種の高揚感に根差

環境が変化しても一度成功したビジネスモ

断や資質︑いわば属人的要因だ︒

です︒場所を問わずリアルタ イ ム に 打 刻 が

ウド勤怠管理では︑個人のモバイル端末か

有給休暇取得義務や年次有給休暇取得管理

を押すためだけに会社に立ち寄るなどの不

ら入力できるため︑出退勤だけでなく休憩

簿の作成・保管といった新たな管理項目が

要な行動を抑制でき︑従業員のモチベーショ

クラウド勤怠管理でコンプライアンス

増えるなど︑労働者の時間管理・時間配分
上限が新たに規定されたことで︑違反企業

(法令順守)を強化し︑労務管理の可視化

ン維持︑生産性向上が期待できます︒

には企業名の公表に加え﹁6カ月以下の懲

(第2500地区・北海道・釧路RCにで)

でしょうか︒

により働き方改革の実現を目指してはどう
うになりました︒

役または00万円以下の罰金﹂が科されるよ

が重要視されています︒時間 外 労 働 時 間 に

管理の利便性が向上します︒

できるなど︑外出先やテレワークでの勤怠

(橡告嵩盤醗松本洋太

O 「卓話の泉」は、クラブ
の会報、週報に掲載の寺請の
中から、客観的内容の話題、
ミニ知識となるものを主に選
んで要約、掲載しています、

厚生労働省﹁労働時間の適正な把握のた
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VOし.68

2020

ロータリーの友

64〈二重ニ]

金甲

岡倉天心の転換点
五滴という場のはたらき

六角堂の持つ思想

た東洋の思想家・荘子の﹁処世﹂を天心が﹃茶の

ているからです︒人生という大海に適切に自らを

﹃茶の本﹄の中で﹁Reingin享のWe圭﹂と英訳

荘子の﹁処世﹂という考え方に着日した天心は︑

御しなさい︑と︒﹁心をくむ﹂ は原文では

の心をくみなさい︑列子のように風そのものに

のうねりの中には喜びと美しきがあるのだからそ

合わせるのは ﹁永遠にむかって反転していく大波

しました︒﹁処世﹂は︑世に処いてと︑世に処し

i己e手のirspiri︹﹂︒﹁(波の)精神に入り込む﹂とは︑

本﹄の中で英訳したフレーズをそのまま︑ドイツ

ていくこととの二つの意があります︒天心の英訳

この世界を動かしている大自然のリズムに身を任

(bi- ews)に歓喜と美がある﹂からだ︑と︒波溝

への創意工夫が見て取れますね︒そして﹃茶の本﹄

せなさい︑ということ︒一世界の動きと自分を合

語に当てはめているというのです︒

ドイツの哲学者︑マルチィン・ハイデッガーに

のドイツ語訳は1908年︒この時﹁B①iつ的in

﹃茶の本﹄については︑興味深いエピソードが

よる20世紀哲学の大著﹃存在と時間﹄が世に出た

は逐語訳され﹁○つde﹁We-︹s①i呈

の部分に気付き︑﹁DasO亨d①riWe-青iS①i巳として

天心が﹁Beiつgざ享eWe宝﹂と英訳した﹁処世﹂

然とつながらない文明はあり得ません︒﹃茶の本﹄

の思想︑エコロジ1という思想そのものです︒自

つまり︑この六角堂で天心が訴えたのは21世紀

﹁㊦n青のr

のは︑1927年でした︒この本について︑同じ
O血①We正d﹂

生まれています︒

く哲学者の今週友信さんが︑﹃一哲学者の歩んだ

ションを感じなさい︑永遠に繰り返される波︑風

わせよ︑自分を飛び越えなさい︑波のインスピレー

今道さんの恩師の一人である伊藤吉之助はドイ

そのまま︑自らが考えていた﹁世界内存在﹂とい

は読まなければ分かりませんが︑訪れてその環境

に乗りなさい︑と書いています︒

ツに1920˜22年に留学して︑まだ若かっだ

う観念に持ってきたのではないか︒つまり︑﹁世

に立てば︑六角堂の持つ思想性は理解できます︒

ドイツ語版﹃茶の本﹄を読んだハイデッガーは

となっています︒

道﹄という手話(のち︑﹃知の光を求めてー一哲
学者の歩んだ道﹄中央公論新社︑2000年に収

ハイデッガーを︑語学の家庭教師に雇いました︒

界内存在﹂は一からハイデッガーが造った︑オリ

集)の中で︑述べていることがあります︒

帰国に際し伊藤はお礼のつもりで︑天心の﹃茶の

ジナルな言葉ではないわけです︒

だなぁ﹂と庄内弁で︑弟子の今道さんに述懐なきっ

﹁いやぁ︑世話にはなったんだが︑やんねはよがっ

断りもなく取り入れられていたと︒後年︑伊藤は

ました︒なんと︑﹃茶の本﹄の中の述語がそのまま︑

れます︒それを読んだ伊藤は大いに驚き︑憤慨し

そして︑1921年に﹃存在と時間﹄が発刊さ

考え方の切り口です︒天心の物事の捉え方︑考え

などの現象学にもつながっていく︑現代に生きる

方自体は︑フッサールをはじめメルロ・ボンティ

をそのまま使ったと︒﹁世界的存在﹂という考え

に︑岡倉天心が述べた雅子の思想についての訳語

ころハイデッガーは︑厳密な引用関係を明示せず

いろいろな意見はあると思いますが︑つまると

にとっては︑五滴を発見しなければ︑六角堂も﹃茶

心は世界的な視野を育むことができました︒天心

ん︒でも︑このような環境にあってこそ︑岡倉天

現在でも五滴は︑交通の健が良いとはいえませ

地に︑認めたいと思います︒

ンでの活動を熟成発酵させる積極的な意義をこの

え方はもはや廃すべきでしょう︒むしろ︑ボスト

五滴での天心の日々を峨榛とか︑休養とみる考

本﹄のドイツ語訳を進呈したそうです︒

たそうです︒

の本﹄も生まれなかったと思います︒六角堂には

国語で版を重ねています︒そして︑彼のグローバ

方がいかに斬新なものであったかが︑よく分かり
現在︑実存主義哲学のキーワード﹁Das細字deri

天心は︑六角堂に﹁離満都﹂と名付けていま

ルな思想が︑あのハイデッガーまで動かしたとし

年間数万人が来訪し︑﹃茶の本﹄は現在でも︑各

す︒大波を見る東屋︑という意味です︒﹃茶の本﹄

たら?

(ホスト

北茨城RC)

五滴に蓄えられていた文化的・社会的・

は︑六角堂に座して海を眺める天心の姿をイメー

で示した通りの光景︑五滴の大海が広がっ

自然的資源がクローズアップざれてきます︒
の本﹄

ジして読むとよく分かります︒六角堂からば﹃茶

ます︒
W○○でsein﹂というドイツ語はハイデッガーの造語

と考えられていて︑邦訳は﹁世界内存在﹂で定着
しています︒
﹁世界内存在﹂とは人間が実存することの意味︑

人が世界に存在し続けることを意味しますが︑伊
藤の指摘によれば︑実はこの言葉︑紀一空間に生き

6与
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岡倉天心の転換点
五滴という場のはたらき

日本美術院の五滴移転そのものが︑天心の周到

インドで﹃東洋の理想﹄を脱稿しています︒その

に土地を求める前年︑先に述べたように︑天心は

六角堂を建設しています︒享子︑仏堂︑茶室のハ

な戦略によるものだった可能性もあります︒とい

冒頭の

真新しい研究所へ通い︑絵を制作していました︒

音を価がって避難した︑というほどの大工事でし

うのも︑国殻の美術展覧会は美術界の積年の悲願

体として五滴の六角堂に示そうとしたのではない

していました︒つまり︑ボストン美術館勤務の傍

た︒この時岩盤に開けられたドリルの跡は︑現在

で︑天心は東大の先輩だった政治家の牧野仲顕と︑

かと思われます︒

イブリッド建築である六角堂はそのまま︑インド︑

も天心邸の裏に位置する岩盤数カ所に残っていま

以前から意見交換をしていたようなのです︒その

﹃茶の本﹄を読むと︑茶が中国に始まり︑日本

五滴の生活には︑晴れやかさと清潔さを感じるべ

す︒おそらく︑ボストン美術館の給料が︑その

牧野が06年3月に文部大臣となり︑‖月の日本

(茶道)︑インド(紅茶)をつないでいること︑仏

ら︑六角堂を含んだ五滴整備の構想を練っていた

工事資金の裏付けになっただろうと思われます︒

0

中国︑日本を象徴していると考えられます︒五滴

続いて1906年1 1月には︑日本美術院の五滴

美術院の五滴移転です︒五滴の4人は︑07年1

教もまたそうであることを主張しています︒六角

きなのではないでしょうか︒

移転が決行されます︒横山大観︑菱田春草︑下村

月の第1回文部省美術展覧会で華々しく復活︒彼

堂もまた︑同じことを主張しているのではないで

だろうと思われます︒妻の墨子がダイナマイトの

観山︑木村武山ら4人の画家も五滴に移ってきま

らの作品からは︑五滴での日々でインスピレー

しょうか︒﹃茶の本﹄ では宗教と文化で︑ボスト

は︑4人の画家に住む場所を自分で選ばせ︑そこ

しかし︑実際はどうだったのでしょうか︒天心

六角の仏堂でもあり︑③床の間と炉を備えた茶室

に倣った享子建築で︑②京都頂法事を手本とした

由美子名誉教授によれば︑六角堂は①杜南の草堂

そして︑六角堂です︒愛知県立芸術大学の熊田

関連︒明治40年頃の写真にある六角堂北側石垣を︑

確認できましたが︑足りなかったのがインドとの

なお︑中国趣味の文人庭園︑日本の茶室は五滴に

よって︑アジアの共通性を示そうとしたのです︒

ン美術館では美術品で︑五滴では生活そのものに

という言葉を︑天心は実

す︒この日本美術院の東京から五滴移転は﹁都落

ションを得ていたことが感じられます︒

に合わせて居宅を自分のイメージで設計させてい

でもある︑とのことです︒六角堂の通路の飛び石

清水恵美子茨城大学准教授は︑インドの沐浴場を

﹁Asiaisene.﹂

ち﹂と新聞で師紛され︑﹁生活はこじきにも近かっ

ます︒残された図面を見ると︑それぞれの画家が

は︑茶室の露地の型を守っている︑との指摘も茶

だ﹂という大観の回想も残っています︒

個性を発揮したプランを思い描いています︒中二

摸していたのではないかと推察しており︑そうす

茨抵大学名誉教授

晋弥

収)

東京塾術大学美術学部芸術学科卒

同大学大学院美術研究科修了︒いわき市立美術館

五滴

(茨城大

茨城大学国際岡倉天心シンポジウム2016﹄所

思文閣出版︑2018年など論文多数︒

から世界へ

学社会連携センター・五滴美術文化研究所編﹃岡倉天心

評論家連盟会員︒﹁六角堂と﹃茶の本﹄の﹁はたらき﹂

を禁任した︒現在︑茨城大学名誉教授︑美術史学会会貝︒美術

部教授︑五浦美術文化研究所所長︑同大教育学部付属幼稚園長

学芸員︑郡山市立美術館主任学芸貝などを経て茨城大学教育学

業︒78年

19与3年生まれ︒76年

ると︑五滴にインド的要素がそろいます︒

道の専門家から受けています︒

○

小泉

天心は︑自らの深い思想を形にして示すために︑

階を設け︑踏み石のアプローチを深く母屋の奥
まで取り込んだ大観の大胆な空間感覚︒健康のた

めか﹁正辰巳(東南)向﹂と指示した春草の繊細
な配慮︒春草の家の建具は障子ではなくで︑ガラ
ス窓なのです︒日光がさんさんと入るイメージで
すね︒紙のサイズをいっぱいに使う観山の律義さ︒

観山もガラスですね︒武山は水の流れを工夫して
います︒下水まで考えているということです︒井

戸と台所の距離を指定するところに︑武山の家族
愛がうかがえます︒

4人の画家の家の仕立ては︑うらぶれているど
ころか︑今見ても︑なかなかぜいたくだと思いま

す︒4人の画家はそれぞれ︑新築の家から崖際の
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岡倉天心の転換点
五滴という場のはたちぎ

いう感嘆の言葉を連発していた︑と伝えられてい

漆工芸家の六角紫水(1867˜1950)らも

いのあったアメリカ人の歌手・サースピー姉妹や︑

内した周山の記憶とも一致します︒

時間︑五滴の海をじっと眺めていたそうです︒案

した︒一雄によれば︑案内を受けた天心は2˜3

のは︑先ほども述べましたように︑1903年で

ます︒私にはその意味が長く理解できませんでし

招いています︒お盆の頃にアメリカからのお客さ

さらに︑インドで知り合い︑ボストンで付き合

た︒海と断崖のせめぎ合う雄大な光景ならば︑日

んもやって来るし︑と娘に書いておりまして︑自

の本を読んだ私は︑そんなポロポロの

の光景を眺めながら︑﹁こりゃ大したものだ﹂と

本の至るところにあったはずです︒文化財調査で

慢の風景美にあふれる五滴を︑早く皆さんに披露

を入手し1カ月後には︑毎日楽しく海水浴などを

と思いました︒

﹁観涌楼﹂

それでも︑娘に苑てた天心の手紙と息子・一雄

全国を歩いた天心が︑五滴の何に心を動かされた

したくてたまらなかったようです︒天心は︑本当

それが私には分からなかったのです︒

するような状態で住めるのか?

のか?

に五滴が気に入っていました︒

しかし今では︑天心は五滴の海中にそびえる岩

結局︑同年7月には五滴に土地を購入して︑

美的経験にあふれる天心が一見して引き付けら

という特殊な岩で︑中国文人の庭園に必須とされ

1カ月後の8月にはもう︑そこにあった元料亭

文献はあまり残っていないのですが︑天心の息子・

る太湖石にそっくりなのです︒地質学の先生によ

礁の美にも魅了されたのだ︑と考えています︒実

岡倉一雄が1939年に出した﹃父天心﹄という

れば︑この岩を日本で確認できるのは3カ所にし

れた五滴とは︑いったいどのような環境だったの

が残っています︒東京に1人残した自分の1

本に︑天心が来る前の五滴について描写した文が

かすぎず︑しかも︑海岸にあるのは五滴だけ︒あ

﹁鰍漸騰﹂に手を入れ︑住み始めています︒今か

娘・高麗子兎で︒﹁こちらは松や海の色も涼しく

残っています︒住居に充てた﹁観酒楼﹂は︑天心

とは東屋を建てさえすれば︑理想の文人庭園がお

は︑五滴の岩々は︑﹁炭酸塩コンクリーション﹂

とてもよいところです︒東京は暑いでしょうから︑

が来た時には荒れ果て︑バラックのような建物に

のずからできあがる︑と考えた天心は︑眼前の岩

天心が五滴を発見する直前の状況を記した

早く来なさいよ﹂﹁ママン(天心の妻・基子)も

7年ご

か?

大いに元気にて︑子供一同楽しく﹂日を送ってお

なっていたというのです︒もともとは明治1

に合わせて東屋・六角堂を建設し︑理想の中国文

ら117年前に書かれた︑8月6日付の彼の手紙

りますから︑﹁早く早くおいでくださるべく候﹂︒

ろ︑地元の実業家が別雅として建てたものでした

人庭園をつくり上げたのでしょう︒

9歳の

実に愛情あふれる手紙を出しています︒

が︑この建物があったくらいで風光明媚ではある

天心は︑﹁皮膚の病ももはや癒え︑安心くださ

日本にも古来より﹁融瀦灘﹂という言葉はありま

入る︑西洋的な﹁海水浴﹂を毎日していたのです︒

してありました︒つまり︑天心は健康のため海に

身を浸し︑﹁海法師﹂ のようになっているとも記

して載り︑引き潮の時には珍しい岩々が海面から

海水浴場として紹介された五滴は﹁どのうら﹂と

光地のようです︒また︑1902年の常総新聞に

滴を描いた錦絵には建物も見え︑ちょっとした観

しかし私が調べていくと︑明治十年代ころの五

まず五滴を﹁発見﹂しなければ︑六角堂と﹃茶

して︑海水に浸かる習俗が全くなかったわけでは

出てくる自然美に満ちていて︑魚釣りもできるし︑

ほぼ同時に︑天心はボストン美術館への働き掛け

ものの︑人が住むような土地ではなかったと︒

ありません︒しかし﹁海水浴﹂は︑明治になって

貝拾いもできる素晴らしいところである︑と書か

に着手したようです︒翌年2月には桜山大観︑菱

るべく候﹂とも書いています︒毎日自分は海水に

始まった新しい習慣で︑明治中頃にはちょっとし

れています︒

地で毎日海水浴までして︑五滴での日々を楽しん

いたようですね︒手紙からは︑7月に入手した土

﹁コメを送って﹂﹁新聞も送って﹂︒娘に甘えて

かもしれません︒天心が最初に五滴を案内された

心の息子が言うほど︑未開発の田舎ではなかった

なところだな﹂という程度には知られていて︑天

ということは︑﹁五滴の海水浴場って面白そう

ルした天心邸や庭園と︑有名な六角堂建築が完成

が始まり︑8月には﹁観浦楼﹂ の建材をリサイク

か1905年3月でした︒6月には自宅の大改修

田春草らとボストンへと旅立ちます︒帰国したの

1903年︑五滴を発見してすぐに住み始めて

インスピレーション
あふれる環境

の本﹄は生まれませんでした︒

たブームになっています︒

でいる天心の日常が浮かび上がってきます︒
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について︑お話ししだいと思います︒まず︑岡倉

天心が五滴に住むことを決めた︑ということを﹁五

滴の発見﹂と言うのですが︑その発見について︒

次に︑その五滴で天心が展開した二つのことに

ついて︒ややもすれば︑都落ちしてたどり着いた

果ての地︑というイメージを持たれることもあり

ますが︑結論からいうと︑六角堂︑そして﹃茶の

本(↓亨のB8kOf↓のa)﹄を育んだ地です︒五滴と

いう環境がなければ︑両者は生まれませんでした︒

なお︑六角堂は海に臨む崖の上に建てられていて︑

2011年3月の東日本大震災の津波により流失

しましたが︑翌年には創建当初の姿で再建されま

した︒

また︑﹃茶の本﹄は︑茶道を仏教(禅)︑道教︑

華道との関わりから広く捉え︑日本人の美意識や

文化を解説する本です︒1906年︑天心がボス

トン美術館に勤めていた時代の作品で︑ニュー

ヨークの出版社から刊行されました︒五滴とボス

トンという︑全く異なった環境を往復する生活の

中︑天心は六角堂で何を思い︑﹃茶の本﹄をボス

トンで書いたのか︒五滴での生活と思索は︑天心

に何をもたらしたのでしょうか︒

そして最後に︑彼が行ったことがどのように世

界につながっていったのかということについて︑

述べたいと思います︒

一日ばれで即移住

インドから帰国した翌年宣903年の4˜5月

ごろ︑茨城出身の日本画家・飛田周山の案内で︑

天心は初めてこの地を訪れました︒40歳︒眼前
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写真提供:国立大学法人茨域大学五滴美術文化研究所

海食崖と五滴

M基調請演要旨
第1分区I

Koizumi
Shinya

晋弥
茨駄学名苦離小泉

六角堂と﹃茶の本﹄を
育んだ五滴
岡倉天心(1863˜1913) は︑東京美術

学校(東京馨術大学の前身)設立を主導し︑また︑

日本美術院を創設して近代日本画の発展に寄与し

27歳の若さでした︒

ただ︑近代化とは西洋化であると考えられた当

時としては︑日本画に対しやや過激な議論を展開

した天心には︑反発する人も多かったようです︒

就任8年後には校長を辞任することになり︑同時

に漑釈辞職した横山大観(1868˜1958)

らと︑民間の組織・日本美術院を東京で発足させ

ンドの諸氏と交わり︑﹃〇才の-d$-sOでき〇回as︹(東

ました︒続いて1901年からインドを訪遊︑イ

洋の理想)﹄を執筆︑アジアの考え方を欧米へ発

信しています︒

翌年帰国し︑かねてより交歓していたアメリカ・

ボストン出身の美術愛好家︑ウィリアム・ビゲロー

の紹介で渡米すると︑1904年︑ボストン美術

館に迎え入れられました︒日本美術部を日本・中

国美術部に拡張し︑彼が発展の基盤を築いたボス

トン美術館のアジア美術コレクションは今や︑世

界的な価値を有します︒明治から大正にかけて︑

岡倉天心ほどグローバルな人材はなかなかいない

でしょう︒

さて︑そんな天心は︑日本とボストンを往来す

る日々を始めます︒以後︑亡くなるまでの最後の

十年間︑彼は日本のどこに住んでいたか︒

東京ではありません︒1903年8月から︑茨

ノロサの助手となって︑美術品収集を手伝います︒

り︑アメリカの東洋美術史家のアーネスト・フェ

横浜で育った天心は英語が得意だったこともあ

確かに﹁関東の松島﹂の異名を持つ景勝地ではあ

た日本美術院も︑五滴に移転させているのです︒

だったと思われます︒その上︑東京でスタートし

五滴を往復するのは︑交通事情からしても大変

城県五滴の住人になっているのです︒ボストンと

若き日々は文部省官僚のエリートとして法隆寺な

りますが︑彼には︑五滴でなければならない何か

た日本美術史研究の開拓者です︒

ど奈良の古寺にも同行し︑文化財調査にも活躍︒

があったと思われるのです︒

そこで︑ご当地五滴と天心をめぐる四つのこと

欧米を視察旅行し︑帰国後の1890(明治召
年には︑東京美術学校の二代目校長に就任します︒
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8月号

令和2年

国際ロータリー第2820地区
2019年1月27自

岡倉天心の転換点

五滴という場のはたらき
現在でも五滴は、交通の便が良いとはいえません。でも、このような環境にあって
こそ、岡倉天′帥ま世界的な視野を育むことができました。天心にとっては、五滴を
発見しなければ、六角堂も『茶の本』も生まれなかったと思います。

回6︒

松本洋太

ロータリー・アット・ワーク⁝⁝⁝⁝伺与︒
子どもの絵が市内を走行
皆を笑顔に

池田ロータリークラブ

柴田/堺フェニックス/稚内/京都洛北/

-Mで講演

除菌水生成機器の導入支援

災い転じて福となす

郡上長良川/三次中央/熊本東/小梅

善行表彰

新型コロナ対策

元公務員ランナー川内さん

岡崎

東京東久留米

第2与70地区第与グループ

高齢者や障害者への理解を深める疑似体験
新築移転した児童養護施設を支援

ロータリーデーとして教育講演会を開催

第2730地区鹿児島県北部グループ

NO.8

VOし.68

岡倉天心の転換点
小泉晋弥

五滴という場のはたらき
◆茨城大学名替教授

卓話の泉
クラウド勤怠管理

回6︒

◆稲畑汀子選⁝⁝⁝⁝⁝伺6う

私の一冊

口-タリー俳壇

◆佐佐木幸綱選⁝⁝⁝⁝⁝伺6う

平塚 鈴木成一

ロータリー歌壇

◆てじま晩秋選⁝⁝⁝⁝⁝伺6う
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友愛の広場

﹁感激﹂

新型コロナウイルス収束の切り札は
新型コロナ禍での
ロータリーの灯火

埼玉県立所沢高等学校-AC認証状伝達式
﹁チリ地震津波碑﹂建立00年に思う

アメリカで思い出す﹁二十歳の旅﹂

成田空港南鈴木匡哉
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