さらに充実したオンラインのロータリー体験がはじまります。

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

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

えられて-つのシンプルなツールに。

新しさのはじまりへようこそ。

MY

ROTARY

最新の改良についてMYRO丁ARYORGでご覧ください。
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㊧指定記事
ラブに関わり、社会人
になった時にはハンブ
ルク・アルスタータル・

ローターアクトクラ
ブ(RAC)に入会し
ました。どのクラブに
も独自のアイデンティ
ティーとテーマがあり

ますが、しかし志して

いるものは同じです。

今ではローターア
クトクラブで相談役に

就いていて、とても充
出田ロコZ﹂申つ∑<S

実しています。以前と

は別のことに関心を持
つようになっても、い
つもローターアクトが

心の中にあり、私の価

偉観を形作っていま
ロータリーに青少年奉仕プログラムは数多くありま

す。ある日、私の成長を感じとったかのように、スサ

すが、ロータリー青少年交換こそ、私がロータリー活

ンヌきんが私を訪れてくれて、あるロータリークラブ

動に深く傾倒するきっかけとなったプログラムです。

を紹介してくれました。スサンヌきんが創立に関わっ

ロータリーに入会後程なくして、妻のスザンヌと私は

たハンブルク・コネクトロータリー亡クラブです。ハ

交換学生のホストファミリー役を務めるようになりま

ンブルクと私の故郷メルンの間にある、新しい現代的

した。この経験に背中を押されて、私はただのロータ

なロータリークラブで、会合をオンラインで行います

リークラブ会員から真のロータリアンになっていった

が、常にとてもリラックスしていて親しみやすい雰囲

のです。今や、ロータリー青少年交換はわが家の大切

気です。さまざまな年齢層の会員がいて、全てがぴた

な伝統になりました。この24年間で受け入れてきた

りとはまっている感じで、ここに入会しようと思いま

学生の数は43人になります。

した。何といっても時間は大切ですし、できるだけ楽

このプログラムに熱心なあまり、私たちば当初から

ホストファミリーを務めるだけでなく学生のサマー

しいことをしたい。そうすればあとは自然とうまくい
きます。

キャンプ運営にも関わってきました。ある年、サマー

そういうわけで、私は今やローターアクトクラブ会

キャンプで高校生だったクリスティーン・リヒテイン

貝でもあり、ロータリアンでもあります。個人的な目

さんと出会いました。父親は私が所属するロータリー
クラブの元会長でした。変化を受容するこの年度にふ

標として、この2つの世界に橋を懸けたいと思って
います。ロータリー家族の一貫になった理由は、誰で

さわしい新しい試みとして、本欄を、今回はクリス

も似通ったものなのですから。

ティーンさんに譲ります。どういうストーリーを共有
クリスティーンさんにロータリークラブ入会を決慈

してくれるでしょうか。

しでもらうにはちょっと説得する必要があったのです

ローターアクトクラブと出合ったのは約13年前。

が、そのかいがあったというものです。青少年交換プ

サマーキャンプのバーベキューでスサンヌさんとホル

ログラム参加者やローターアクターにロータリー家族

ガーきんと-緒にいた時のことです。その時、ホルガー

の一員であり続けてもらえるように、こうして彼らに
働き掛けることは私たちの義務です。彼女のストー

さんは私に言いました。

ねてみてはどうだい了

「ローターアクトクラブを訪

みんなで楽しみながら変化を

起こしている、素晴らしい若者たちと出会えるよ」

リーに感銘を受けたでしょうか。一人でも多くのクリ

スティーンさんのような若者が、私たちのため、そし

数年後ふと、トリーア大学在学中にこの言葉を思い

て私たちが奉仕する人々のためにロータリーが開く機

出し、ローターアクトクラブに行ってみよう、と思い

会の扉をくぐれるようにするのは、私たち一人一人の

立ちました。もう8年以上前になりますが、それ以

行動にかかっています。

来、今も活動を続けています。ローターアクトクラブ

にいったん入会すると、辞めようなんて思いません。
トリーア大学のクラブから始まり、イタリアに留学し

HOしGER

クリスティーン・
リヒテイン
ハンブルク・アル
スタータルRAC

KNAA〔K

2020-21年度国際ロータリー(R

i)会長

た時にはボロー二ヤのクラブと、どこに行ってもロー

会見、ハンブルク・

ターアクトクラブは私と共にありました。キールの大
学院で修士課程にいる時にはそこのローターアクトク
令和2年

9月号

コネクトロータ

原文(英語,は。ちらから口認m。血

リーEクラブ会員

ロータリーの友

う
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東日本大震災

希望を次の世代へ
一ロータリー希望の風奨学金一

ホルガ一・クナーク

Ri会長

tJ-9リニ篤農回議号

地葉新司

ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会委員長

基本的教育と識字率向上月間…………………・7

よねやまだより

ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識

読感表選
岡本恒男/高畠RC/
宮田耕輔

御坊R⊂

Rotary

日本ローダノーEクラブ26与0

prQje⊂tS

arOund

世界中のロータリープロジェクト

the

gIobe………‥30

RO丁ARY9月号から

大人の着こなし図鑑③

ベスト

ロータリーの友月間

『友』をプラットフォームに

10月24日は「世界ポリオデー」…………………34

新しい交流を

日本のロータリー100周年

ロータリー雑誌の仲間たち

「日本のロータリー100周年」を一緒に祝おう!
記念切手9月18日発行決定!!
辰野克彦
鈴木 喬
同委員会事務局長 水野 功

日本のロータリー100周年実行委員会委員長

同委員会記念事業等委員会委員長

侃侃話語⑤

『ロータリーの友』といえば"・…

第49回ロータリー研究会開催のお知らせ…………………

さあ、扉を開けて、
バーチャルロータリー研究会へ!

●ロータリーとは

6

う5

●コミック「ポール・ハリスとロータリー」(∋

42

●写真でつづる100年

日本のロータリー垂
●パズルdeロータリー/詰め碁
●工バンストン便り

46
47

44

47 ●台北国際大会㊨
49 ●財団管理委員長からのメッセージ⑩
与0
●お知らせ 新クラブ/クラブ名称変更/『ロータリーの友手
引書』のご案内/地区別クラブ数・会貝数一覧表/

『友』10月号

ローダノー研究会組織委員長

服部陽子

日本のロータリー100周年

「日本のロータリー100周年を祝う会」

式典・祝賀会開催について
日本のロータリー100周年を祝う会・
日本のロータリー100周年実行委員会事務局長

水野

功

主要記事予定

与1
52
53

●日本ロータリー分布図/奥付
●投稿規定
●表紙について/パズルの答え/詰め碁の答え

一般社団法人
〒

GENERA丁iON

元インターアクター
ローターアクター

小林寧巴/
森本信成

ロータリーの友事務所

10与-0011東京都港区芝公園2-6-1与黒龍芝公園ビル4階

丁eI.

03-3436-66与1

編集部メール
管理部メール
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●本誌中のRCはロータリークラブ、 R iは国際ロータリーの時です。
●縦組みの目次は、反対側の表紙を開いたページにあります。 ●本文・写真などの無断転載・複製を禁じます。

9月は基本的教育と識字率向上月間

ロータリーの友月間です

今月は基本的教育と識字率向上月間です。現代の子どもたちには、インターネット上にあふれる情報の中から安全な情報を選択していく能力も
必要です。日本ロータリーEクラブ2650は創立当初から、子どもたちの′

デジタルリテラシー

を高めるために、

「スマホ・ケータイ安全教室」

を開催してきました(特集P7˜11)。

特別顧問

ロータリーの友
委員会
顧

委員長

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

2600

西田

不析(上田西)

2650

松木

延倫(耕フェニックス)

祐而(札幌粥)

2610

早川

勇(高聞き)

2660

木村

秀樹(大阪南)

吉田

和洋(花巻)

2620

浅野

秀治(静岡)

2670

奥庭

正明(高松北)

˜5う0

神山

英司(郡山)

27与0

粕谷

啓之(東朋的ら持)

2680

嶋田

幸直(西脇)

主水(名古屋東南)

2与40

桑山

教善(大館南)

2760

尾本

和弘(名富農東南)

2690

臼井

英治(岡山西)

吉田

溜司(釧路)

2与50

輝美

貞美(大田原〉

2770

梶聞

順子(浦和中)

2700

松岡

康広(柳川)

古川

静男(松奉西南)

2560

斎藤

三善(村上岩船)

2780

神谷

一博(湯河原)

2710

東

佳範(防府)

四宮

孝郎(大阪西南)

2800

棺津

勇(米沢中央)

2790

吉田

理要(聯浦)

2720

毛利

浩-

若林

英博(東京麹町)

2830

小野

2820

杉田築一郎(牛久)

2730

深尾

兼好(塵児亀西)

三浦

質-

(震動王子副

之570

五十億和彦(行田さくら)

2840

小幕

2740

山下

義則(臆畠〉

神崎

正陳(茅ヶ崎湘南)

2580

中村

2630

二木公太郎(高山中央)

2与90

桑原

之640

坂東

編集長

野崎

恭子

和彦(姫路)

信彦(土浦南)

橋本

長平〈京都東)

2520

清水

良夫(横浜)

片山

上野

令和2年

9月号

地 区
代表委貝

安平
片岡

孝(横浜)

2与00

長谷川周作(富良野〉

2510丹羽

晶子(八戸北)

伸治(東京東久留米)

葉(横浜港北)

雅文(館林)

桂子(岸和田東)

ロータリーの友

(熊本江南)
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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、つぎつき各地に

生まれて、国境を超え、今では200以上の国と地域に広
がり、クラブ数36,169、会員総数1,181,103人(2020

年7月15日R

I公式発表)に達しています。

そして、これら世界中のクラブの連合体を国際ロータ
リーと称します。

このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理

を重んずる実業人、専門職業人の集まりなのです。その組

ロータリーの目的は、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日に創立ざれた東京ロータリークラブで、翌

を高潔なものにすること;

1921年4月1日に、世界で855番目のクラブとして、

国際ロータリーに加盟が承認されました。

第3

仕の理念を実践すること;

リスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大に

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

ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉

日本でのロータリークラブ設立については、ポール・ハ

情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリー・ペリーと、

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

第4

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

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。現在、日本全体でのクラブ数は2,238、会員数

4.みんなのためになるか どうか

85,243人(2020年6月末現在)となっています。
6
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基本的教育と識字率向上月間

『和田勇物語』が育む

地域の明るい未来

御坊RC

岡本

恒男

が、一方で、日本の一日も早い戦後復興を願っていま

埋土崎れる大型こスポット′
和田勇氏(1907へ2001)は、作家・高杉良氏の

人の心に自信と誇りがよみがえるのであれば、自分は

小説『祖国へ、熱き心、を 東京にオリンピックを呼ん

どうなってもいいと考え、1カ月かけて、自費で中南米

だ男』(論談社)の主人公となった人物です。アメリカ・

10カ国11都市を歴訪し、各国のオリンピック委員

ロサンゼルスに暮らした日系2世ですが、御坊市が

の説得に回りました。中南米各国が東京に票を投じて

和田氏の父の出身地であり、幼

くれたかいもあって、大方の予想

少時の数年間を当地で過ごしま

を裏切り、

した。その頃、この地域で行われ

は東京での開催が決まりました。

ていた地引き網漁で獲れた魚

その社会に対する彼の奉仕の心

は、役割分担して働いた老若男

がロータリーの「超我の奉仕」の

女、子どもたちにも分け隔てな

÷

64年のオリンピック

精神に通じていると感じ 当クラ

く、平等に与えられたそうです。

ブは2004年の創立50周年記念

力ある者が弱者を助け、しかも

事業として、和田氏にスポットを

平等に扱う。その経験が、その

当てた事業を展開しました。御坊

後の彼の生き方の原点となって

市役所前広場に和田氏のレリーフ

いったといわれています。

を建立し、和田氏の長女、次女家

1958年、招致活動で苦戦を

族をアメリカから招き、除幕式と

強いられていた第1回東京オ

講演会を開催。また、ロサンゼル

リンピックを開催に導くため、

スの映像製作会社に依頼して和田

和田氏は日本政府から協力要請

氏にまつわるビデオを製作し、絵

を受けました。彼は当時、ロサ

本『和田勇物語』をつくり、これ

ンゼルスでいくつかの青果店を

縫営し成功を収めていました
8

した。日本でオリンピックが開催されることで、日本

ロータリーの友

らを地元の小中学校に寄贈、現在
市役所前広場にレリ

も教材として利用されています。
2020
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和田勇氏(1907へ2001)

1907年:アメリカ・ワシントン州に生まれる
(アメリカ名二フレッド・イサム・ワダ)

1911年:日本の祖父母に預けられる
1916年:アメリカに戻る

1927年:独立して青果店を持つ

1941年:戦争のためユタ州へ集団移住

はとらしようか迷っ

では本人は赤手火

「日高新報」による

感想文の掲載は、
子どもたちの励み
にもなっています

●・

.●リンピックを呼ぶなどの大きなこと
おも

毎年2月の創立言己念例会では最優秀賞2人(小●●・・・.........・・・●●はで三言言:料義元討議

学校の部、中学校の部)を表彰し、作品を自ら朗読

てる。和田さんは、私にそんなことを教えてくれた」

してもらっています。今年は2月14日に「第15回

と結びました。

和田男物語感想文」の最優秀賞を受賞した2人を例

御坊市は人口減少が続き、現在は的2万3,000人

の小さな町です。そこに暮らす子どもたちにとって、

会に招きました。

その際、小学生の部の山本彩世さんは「(自分はす

大きな奉仕の心と行動力を持った和田氏のような人

『自分のためじゃなく、だれかのため。』

物が、かつて同じ町にいたことが、これからの人生

これなら実行することばできる。これが私の未来へ

にいかに自信と誇りを与えてくれることか。子ども

の一歩ではないかと思う。まだ国や世界には届かない

たちは感想文の中で「自分にできることからコツコ

けれど、いつかは勇さんのように私も…日本へ、世

ツ努力を続けていこう」

界へ!」と力強く語ってくれました。

など、それぞれに自分の考えを表現してくれます。一

ごくないけど)

「大きな夢に向かって進もう」

一方、中学生の部の中井心彩さんは「(自分は)誰

つの物語が、次の世代を育てるきっかけになってい

かのために、知らない誰かのために一生懸命になれ

ます。そんな子どもたちがつくる、この地域の明る

るか」と自問しつつも、

い未来を願いながら、これからもこの事業を続けて

「私は広い心を持ち、誰かの

ために一生懸命になれる和田さんの生き方を見習い
令和2年

9月号

いきたいと思っています。

(第2640地区

ロータリーの友

和歌山県)

9

国閣

ちになったと思いま

警くoっだもっと

スぶ-ツの大京であ〇︑越∵青重蓄尋人にも細って侭

ぐ絡臼の裏︑喜願事リン い章了︑邑雪丞毒した
ビッグのこ怠蘇競り裏︑といってもいい︑和田具書

写へ蟹に)賃の大重を

羅龍弼欝霊殺義経謙

たえてくれ︑情動からo鰹-知っても{要ため疑三〇〇

日される︑そん壌天倉をニーー七﹂があれは︑す章んで寄

し︑てい僻鴫るペ曙重し︑しいし患い事だヽ
ていも人に露}貢雛をあ当 地田舞きんの●大きこ

合轍王照豊美プレッ一畳犀い裏書

地元紙「紀州新聞」

.・●たい。和田さんのように東京にオ

●・.

し墨十朗るい気持

勇苧んが︑そこま

す︒

ックを開服しようと

でして薫オリンピ

したのば︑ふるさと

います︒勇さんは︑

命コi

が好義からだと思

とめてもーづ善部いき1柳川妨録蟄一様什

和絹的彊忠

義喰勺脚︑和則葛はつい一する遍重用と腰

中れぢ孟宗打電いとヂ高分の裏に1賞,禽琶
い暮雪夕照ハエんに させて房事との︑九ガ

ち)︑のぶ〃こ高鼠と塚で田もの浮上鑓顕し労り︑万
に照らく賃ぐ敬えていe 国電壕めを)とで

○漢l看劃和

蒸してあきらめない

だっ電動

日軍人の書きかな∴に白きました÷電

たちの励みにもつながっています。

舞︼軍書

ます。入賞作文は地元紙に内容が掲載さ÷
れることから、地域に広く知られ、子ども

工定職〇〇∴∴∴∴-ヽ創芸星空恰夢

人のだのにつくすー七.﹁櫨

;

約1,000通に及ぶ作品が寄せられてい:

●善意田畑

碧いと櫨い軍事

感想文の募集を始めました。以降毎年、

きい̀†冨こん蛮

近隣の小中学校で『和田勇物語』の読書:

後置

●

;

綾等鱒酪謂熊高鐸員

●

そのビデオと絵本の寄贈をきっかけに、

請鮮諦弼務務韻鮮

録ぷ千三芝︑絡卜ごみ録"●

爪印貴会機水筆椅患いノ舟︑富置/日録に汀リー/写ク電撃●

書の凄さ

●
●

第1与醍迎えた感想文の募集へ/

はんじょヰ﹁}8け

卿坊罵C露1 5閏同調力的柑慮竃秀

陣ん音の幕や留り空・筆か

上-めや窓ら.簾に人の重を-警手宙とヱ食千言震いと∴︺ェ衝重ん賦強さヽ青

繭縦線繭綴鰯麟灘鵬綜聖

同音上席は慢帽席は居廉

2004年:御坊市名誉市民(第1号)となる

譲靂冨籠籍

93歳にて逝去

ックを開縄すること

1989年:勲三等瑞宝章が贈られる

て︑寮でオリンピ

1984年:和歌山県国際文化功労賞が贈られる

は勇さんが協力をお

勲四等瑞宝章が贈られる

願いし蒔はじめ

1964年:東京五輪開会式に招待される

鱒灘麟繍灘酪酸

山本彩世さん(中央左)と中井I心彩さん(同右)とレリーフの前で

1959年:東京五輪誘致のため中南米を回る

2001年:

嵩撼攫綱韻登

1949年:自宅で水泳日本選手団の世話をする

特集

基本的教育と識字率向上月間

読書を程に、
愛と善意の心を育む
高畠ロータリークラブ

」帥まろば̲⊥童話の里にて̲

子どもたちの活字離れが叫ばれて久しい。ある大学
の先生が「もはや授業崩壊。学生たちは私語を交わし、

講義を聞かず、ましてや本など読まない。教壇に立っ
て無力感を覚える」と話しているのを聞いた。パソコ
ンやスマホといった急速なI

T機器の普及が、教育現

児童に講の機会を提供/

場の環境を大きく変えているのかもしれない。私たち

私たちのクラブも長年にわたり、町の小学校に図書

も生活の中で、手紙を書く機会が減った。読む、善く

を寄贈してきた。各校の図書館には「高畠ロータリー

という習慣は減り、活字離れが加速している。国際調

文庫」があって、児童の憩いの場となっている。今年

査でも、日本の子どもたちの読解力が低下していると

4月2日には、同記念館開館30周年を語念して昨年

の報道もあった。

出版された『ひろすけ童話セット』を、入学祝いとし

21世紀の主役となる子どもたちの豊かな人間形成

て新1年生全員と、町内の学童保育所に寄贈した。

のために、読書の推進は欠かせない。われらが高島町

子どもの読書習慣は、私たち大人に責任がある。心

は「日本のアンデルセン」と呼ばれる童話作家・浜田

豊かな人間になってもらい、コミュニケーション能力

競芥(1893へ1973)の生誕の地。

1989年5月に

を育てるためにも、読書運動は大切である。子どもた

「まはろば・童話の里」

ちが読書を糧に、愛と善憲と確かな判断力を身に付け

をうたい、彼の作品や生涯を一つの契機として、地域

て、将来に立ち向かう姿を期待しつつ、今後も活動を

を挙げて良い本を読む環境づくりに努めてきた地だ。

続けていきたいと思う。

は浜田広介記念館がオープンし、

(第2800地区

山形県)

三プロフィール￣
浜田広介氏(1893へ1973)

山形県東置賜郡高畠町出身了●
の童話作家。早稲田大学文学:
部英文科を卒業後、コドモ社:

に入社、児童雑誌編集の傍ら∴
童話を書き始める。

1921年、実●.

業之日本社に移り、23年の関

東大震災による退社をきっか
けに作家に専念。約1,000編

もの童話や童謡を世に送り出
した。代表作として「泣いた赤
おに」

「りゅうの日のなみだ」

「むくどりの夢」など。
・・.誓」雪空すけ童話セット』
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子どもたちの
選択眼を養うために
日本ロータリーEクラブ26与0

宮田

耕輔

上グラブとしての特性を生かして
当クラブは会員の居住地域が北海道から九州、さら

ないために、個人情報の漏えいによって犯罪に巻き込

には海を越えてマレーシアまでと広範囲に及びます。

まれる可能性があり、また、コミュニケーションカが未

これだけ広範囲だと「奉仕活動はできるのですか?

熟なだめに、

親睦は図れますか?」と聞かれますが、今はSNS

SNS上での友人間のトラブルも多発し

(会

ています。安全教室は、便利ではあるけれど危険性も

員制交流サイト)が発達し、全員がFacebookでつな

はらむスマホやケータイを安全に使えるよう、できる

がっており、それぞれの近況を知ることができます。

だけ早い段階で教育していこうという取り組みです。

ですから、年に1へ2度対面する時も、

「久しぶり」

これまでに福井県、岐阜県、奈良県、兵庫県で実施

という感覚がありません。例会も全てオンラインで完

しています。このうち岐阜県では、

結しており、新型コロナ禍の状況下においても変わり

ンターネット協議会(現在は解散)による「インター

なく、例会や理事会、協議会を開催しています。

ネット安全教室講師向け講座」を受話した大橋正和会

そんなEクラブらしく、

2011年の創立当初から国

NPO法人東海イ

員が、地元の小学校で講師を務めています。教室では、

内各地の小学校を中心に、児童や保護者、先生を対象

写真から場所が特定される話、ネット上に書いていい

に「スマホ・ケータイ安全教室(当初はケータイ安全

個人情報の判別方法、スマホ使用時間と学業の関係、

教室)」を実施してきました。これは地域性に左右さ

れず、全国で実施できる奉仕活動でもあります。

デジタ臆lレリチラシで向上などに貢献臆
今の小学生は、生まれながらにしてデジタルデバイ

ながらスマホ

が死亡事故を招いたケースやゲーム

の課金にまつわる話など、タイムリーで子どもたちが
興味を持つような話題を提供してきました。その他の
3県については、企業から講師を招いて実施していま

す。児童などからは高評価を受けており、それが結果

スが周囲にあり、いつでもインターネットを閲覧でき

的に毎年の開催につながってい「■「￣

る環境にあります。しかし、デジタルリテラシーが高く

ます。

(第2650地区)

子どもたちや先生の

デジタルリテラシー
(digita=itera〔y)

デジタル情報や通信、

関心も高く、
イ

ケータ

の時代から継続

している「安全教室」

それらを活用するパソコ
ンやスマホといった機器

やアプリの知識を持ち、
利用する能力のこと。

令和2年

9月号

ロータリーの友
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特集9月はロータリーの左肺
『友』をプラットフォームに新しい交流を
新型コロナウイルスが世界を席巻したことにより、奉仕活動はおろか、いつもの例会さえ、今までの形式で行う
のは難しくなりました。世界中のロータリアンが手探りです。
ご投稿ください。

「例会をこうしてみた」

「Withコロナ」の世界になった今だからこそ『友』へ

「活動時は、この点に留意すべき」

「ロータリーの在り方について」

……。

国際ローダノー(R

I

)の正式な認可を受けた機関雑誌『友』は、日本のロータリアンを結ぶ「情報交換・親睦交

歓」の会員報です。

『友』をプラットフォームに、新しい交流を広げませんか。掲載記事は「現代」を切り取った会

員の証言、後世のロータi)アンへの未来遺産です。

トトト投稿時は肩の力を抜いて、構えずに
ルールは1つ。とにもかくにも、活動したら原稿と写真を1カ月以内に投稿
投稿規定(『友』のウェブサイトwww.rotary-nO-

が、文字数には縛られなくて大丈夫です。

友では原則、共同通信社の文字の使用規定に沿って編

tomo.jp/kitei.php)/誌面には不定期で掲載しています。

本誌は横組みP52に掲載)でご案内するように、活動

集しており、いただいた段階で原稿が伸び縮みします。

の投稿は「カ月以内に。これは、活動の新鮮さを、お気

「とめどなく長くなってしまう……

持ちの上でも、掲載誌面作りのためにも損なわないよう

きない……」という場合は、規定文字数への編集を任せ

に、という思いからです。

それぞれの掲載欄で目安となる文字数を設けています

自分ではカットで

る旨をお書き添えの上、そのままご投稿ください。及ば
ずながらも、編集部がお手伝いいたします。

(D各メールで

(∋左ウェブサイトの「投稿フォーム」から

原稿データと写真データを1つのメールにそれぞれ添付
し、送信。パソコンで作成したWord原稿なども、その
まま添付すればOK。写真は、デジタルカメラで撮影し
た」P各Gデータを加工しないで、候補写真を含め2、3

「声」「友愛の広場」「私の宝物」「ロータリーアットワー
ク(文章編・写真編)」「侃偶語誇(かんかんがくがく)」

は、友ウェブサイト内の投稿フォームをご活用くだざ
い。

枚お送りください。

十hensyu@rotary-nO-tOmOjp

十www.rotarymo

tomojp醒

⑤郵送で

④ファクスでも

手書きの場合も、そのままでOKです。Wo「dなどのデー

タ原稿や写真データのある場合は、CD-R、USBメ
モリーなどに保存し、一緒にご郵送ください。

原稿のみのご投稿はファクスでもお受けしています。例
えは、「私の-冊」「声」「私の宝物」「侃偶語講」の投
稿用語入用紙は、『友』ウェブサイトからダウンロード
できますので、これに記入されてもOKです。

十護憲藷芝公園2-6-15

十03-3436-与9与6
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ご投稿の際に

「えっ?」と思われるかもしれませんが、

必ず記入してほしいこと、

3つ

メールでもはがきでも①、

②、

③のどれか1

①

お名前

つしか書かれていないものが届くことも。

②

所属クラブ名

③は編集部より口頭でお伺いしたいこと、

⑤

連絡先(日中連絡のとれる電話番号)

ご相談したいことがある時のために。

トトト投稿後は編集部から受け取り返信があります
ご投稿いただくと、編集部からメールやファクスで必

また、掲載・非掲載については、投稿後6カ月をめ

ず受け取りの返信をしておりますので、ご確認くださ

どに判断いただくようお願いしています。なお、写真な

い。返信にも話しますが、掲載欄や掲載時期などば、『友』

らびに原稿は、友ウェブサイト、広報誌など友事務所

投稿規定に基づき、理事会ならびに編集部にご一任の程

発行の出版物に掲載させていただく場合があります。

お願いしています。

レント紙の『友』誌面で、会員が交流できる欄を用意しています
★テーマごとに、意見交換する欄;

☆

『友』を読んでひと言;

☆クラブや地区主催の行事など
全国のロータリアンに知らせ

「侃偲麗辞」

「声」

横組みページに不定期に掲載し

発行月翌月の10日を締め切り

たいイベントは;

ています。侃侃講話の意見が多

に、

「内外よろず案内」

い時は2回にわたって掲載しま

タリー」の応募はがきに書き添

す。次回のテーマは随時、

えてくだきっても結構です。

「投

200字で。

「パズルdeロー

稿規定」やウェブサイトでご案

ここが一番簡単に「投稿」でき

内しています。

るかもしれません。

事前に情報をお寄せください。

.

!;i

導

同級生
開園閻園

☆皆に紹介したい本は;

田園田

「私の-冊」

入手できる市販書籍をご紹介ください。

トト♭併せて、電子版の『友』でも

さらに交流できるように
コロナ袖によりいつもの例会が中止になり、紙媒体の『友』誌の受
け取りが遅れたクラブは、

『友』ウェブサイト(www.rotary-nO-tOmO.

jp)の中の『友』電子版を、チェックしてくださったようです。
会員ならば原則、毎月1日に最新号が読めます。閲覧用I
ワードは、

『友』

D

・パス

2019年4月号発送時に、ご案内状を同封しました。

誌面に掲載していない「内外よろず案内」をウェブでご案内するこ
ともあります。電子媒体ならではの速報性、リアルな交流の可能性が
広がります。
今年からば、

Faceb○○kも始めました。

ロータリーのま
令和2年

9月号

ロータリーの友
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妙>蛤公式Faくebookページ始めました!
今、友事務所へのご投稿、情報提供も少なくなってきて

読者の皆さまと、つながる機会を増やします
これまで、

います。そんな時に頼りにしているのがソーシャルメディ
アの力。編集部がクラブのFacebookを見て知った活動

『友』の誌面や、ウェブサイトでしかお知ら

について、原稿のお願いをさせていただくこともあるか

せしきれなかった情報をいち早くお届けしています。

もしれません。その時は、ぜひご協力お願いします。

『友』の見どころや、編集部が募集している情報のぼか

始めたばかりなので、まだあまり知られていません。

に、ロータリアンにとって大切だと思われるお知らせを

いち早く発信していきますので、お見逃しのないよう

皆さまからのページアカウントへの「いいね」と、投稿

チェックしてください。

の「シェア」をお待ちしています。

また、コロナ禍で、例会や活動が従来通りにできない

[ローダノーの友]

ローウリ-oよ

回国圏

由裏町㊨

e
ロータリーの友

夢霊宝蒜㊤ユ￣
ホーム
薗二

田議運"難訓〇日○○

言真
鶴露

書庫

9ライブ

露イベント

●クーポン

●仕事

イベント
農事データ

霊鳥器誓言謹告。)

露○電機

コミュニティ

プライバシー

〇〇

続卿∴広告

ノ団○杯事にp

+
C少らま○

臼田乙で∴

広喜センターへ馳
⑲義援コロナウ・

●年賀-〇〇

〇チエ,クイン

・・・

以下の2次元コードからもアクセスできます

ぜ)いしのl
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1953年、日本のロータリアンの交流のため『友』誌は

生まれました。現在、ロータリークラブ会員が購読義務

★「卓話の泉」欄
卓話を掲載するクラブ週報・会報を継続的に送って

を負う、国際ロータリーの機関雑誌として時を重ねてい

いただけませんか了

ます。

部のメールアドレスもメーリングリストに。「これ

義務があるということは、権利もあるということ。

「こ

メール配信ならば、『友』編集

は」という活動を発見でき、取材をご依頼することも。

んなページはどう?」など会員のお手伝いをする編集
部へ、ご提案ください。
今、

「これまで通り」が通用しない

★「NEWGENERATION」欄

ロータリーのプログラムに参加経験のある10へ30代

「新しい誌面様式」を双方向で。

までの若い人を紹介しています。身近にいる推薦対
象者を、ご一報くださいませんか? 当欄に掲載ざ
れれば、きっと思い出になります。

仲間への配慮一著作権、肖像権にはご留意ください
影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張

著作権を守りましょう

できるプライバシー権と、タレントやスポーツ選手

全ての写真や文章には著作権があります。ご投稿

など著名人の肖像が持つパブリシティー権を守る、

時、よくあるのが「広報のため地元の新聞社に撮っ

という二つの側面があります。前者は人格権、後者

てもらったいい写真があるし、新聞記事にもなった

は財産権にのっとった権利です。

から、そのまま、投稿用に送りますよ」というお声

クラブのイベントなどの撮影時に気をつけていた

だきたいのが、プライバシー権。一般の人を撮影す

です。

ちょっとお待ちを。交流のある地元の新聞社も、

るとき、その都度、撮影の了解を得るのが一番確実

現代社会では著作権法の下にあります。第三者であ

な方法ですが、地域のお祭りなど、被写体となる全

る『友』編集部で使用するには制約もあるのです。

ての人に撮影許可を取ることは困難です。その場合

プロのカメラマンの写真、プロの新聞記者による文

は「○○ロータリークラブ記録係」といった腕章な

章を使用するには許可が必要です。新聞社によって

どを目立つところに着け、所属身分を明確にと配慮、

は使用料金がかかる場合、定型の許可願の書類提

取材の目的ができるだけ見た目で相手に伝わるよう

出が必須の場合もあります。投稿前にこれらをご確

にしなから、撮影するようにしてみてください。

なお、小さな子どもや未成年の人をアップで撮影

認ください。

同様に、

『友』や『友』ウェブサイトの写真や

話事を『ガバナー月信』

『クラブ週報』などの印刷

物に使う場合も、使用可能かどうかを必ず、事
前にロータリーの友事務所にご確認ください。
他クラブの会員が投稿した記事や写真を『ガバナー

月信』や『クラブ週報』などに転戦したいと思った
ら、そのクラブにも連絡し、許可を取ってください。
実際に使用の際には、

年○月号から」

「『ローダノーの友』

〇〇〇〇

「写真提供:ロータリーの友事務所」

など 出典を明記してください。
肖像権にご注意!
肖像権には、自分の姿を無断で撮影されたり、撮

令和2年

9月号

する隙には、極力、保護者の了承を得るように心掛
けてください。書面による許諾が理想ですが、口頭
でも有効です。

「後ろ姿にして」

「顔を写していいで

すよ」と対応はいろいろです。

R
R

Iのウェブサイトの写真を使うにも
Iのウェブサイトwww.rota「y.orgには、地区や

クラブで利用できる写真がたくさん掲載されていま
す。

「ブランドリソースセンター」から写真をダウン

ロードする際に表示される使用条件を守って活用し
てください。これらの写真の多くには、

⑥Rotary

Intemationalといったクレジットを併記する必要が

あります。

ロータリーの友

1与

)潤乱とl

̀-﹂仁子題額撃

﹃友﹄との懸け橋

(

34人の

ロータリーの友
地区代表委員

主上﹂

回書タリーの友地区代表委員は
ガバナーにより任命され
ガバナーの代理として地区を代表し
『友』誌制作に携わる委員です

各地区に1人ずつ
現在、地区内に副ガバナーやガバナー補佐が設置され
ているように、年度ごとに日本の各地区を代表し「友委
員会(ロータリーの友事務所を包括的に監督)」の構成員

として参加し、ガバナーの代理者として『友』に関する

任務を負っている人。それが「ロータリーの友地区代表
委員」

(以下、地区代表委員)です。

皆さまの地区の組織図にも、お名前が入っていると思
いますが、

34人の地区代表委員のお名前と所属クラブ名

は毎月、本誌横組み目次の下に掲載してあります。いま

一度、日次のページを参照し、ご自分の地区の代表者を
ご覧くださいませんか?
「編集部にじかに情報提供する前に、ちょっと相談した

い」などというときは、地区代表委員のクラブへご連絡
ください。

全国34地区ごとに1人の委員が、その年度のガバナー

の委嘱を受けて選出され、ロータリーの友委員会のメン
バーを務められています。

34人から編集にお力添えいただく
ロータリアンに読んでもらえる『友』を作るためのア

イデアやアドバイス、ご指導を、地区代表委員の皆さま
にお願いしています。具体的には、次の3つのお力添え
をいただいています。

①地区内クラブの情報をいただきます
『友』は現在、

6人のスタッフで編集作業をしています

が、約2,250もある日本国内の全てのクラブの情報を集

めるのは至難の業です。もし、編集部から地区代表委員
を通して皆さまのクラブに情報提供、原稿の依頼があり

ましたら、ぜひご協力をお願いいたします。
また、年に数回開催される友委員会では、地区内のク

しかし、コロナ禍により従来通りの形式の会議はでき

なくなり、今年度は7月9日、地区代表委員と友事務
所側との間で初めて、オンライン会議を開きました。
音と)

『友』の感想を毎月、お聞きしています

毎月、

『友』最新号の表紙、内容、レイアウトなど気

付いたことを地区代表委員から友理事会にリポートして

いただきます。このリポートはまとめられ、毎月行われ
る理事会で発表、次に編集会議で議論され、次号からの
編集に役立てられていきます。
与音『友』のPRをお願いしています

地区内の皆さまに購読してもらうよう、地区の会合で
『友』をPR。

9月のロータリーの友月間には卓話に回

ラブの活動について、さまざまな情報をお話しいただく

られたり、さらに友誌発刊に欠かせない、広告を取って

機会を設けています。そんな中から特集の企画が生まれ

くださる方もいらっしゃいます。

ることもありました。
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R

『ロータリーの友』が

国際ロータリーの
機関雑誌であるために

Iでは、

2011年から公共イメージの向上に取り組ん

できており、

2013年には新たに公式ロゴが発表されて

います。そろそろ新しいロゴが各クラブに浸透している

だろうと、見計らってのことかもしれません。
もし、お送りいただいた投稿写真の中に、以前のマー
クが写っていたり、公式ロゴが間違った使い方で写って

いる場合、機関雑誌として今後はそのロゴが写らないよ

うにトリミングをして使わせていただくか、掲載を見合

わせる場合があることをご承知おきください(ただし、
ロータリークラブの会員は、国際ロータリー(RI)
の発行する『The

Rotarian』か、

R

それぞれの地域で発行される雑誌(横組みP

2012年以前に撮影された写真は除きます)。

表紙にせよ、イベントで配布する風船に付けるロゴに

Iから認可された、

18

-

19

せよ、

RIが目指しているのは、公式ロゴを正しく使っ

参照)を購読することが、義務付けられています(標

て、組織としての統一感を出し、一般の人にロータリア

ロータリーの雑誌

ン、ロータリークラブ、そしてその活動を広く知っても

準ロータリークラブ定款

第15条

第l節一購読義務)。これは雑誌を通してロータリーの

らいましょうということです。

新しい情報を会員にインプットするとともに、会員同士
の親睦を深められるからではないでしょうか。
日本では『ロータリーの友』

(以下、

公式ロゴはR

Iのウェブサイト「MyROTARY」から

ダウンロードできます。また、公式ロゴの使い方などロー

『友』)がR重か

タリーの広報のためのガイドライン『「ボイス」とビジュ

ら認可を受けた地域雑誌となっており、日本の約9割

アルアイデンティティのガイド2019

以上のロータリアンにご購読いただいています。

春に、更新されました。こちらも併せてご活用ください。

R

Iの

-

2020』が今年

認可を受けた雑誌は数年に1度、契約を更新している
のですが、直近では2019年がその年でした。
契約の内容については、

「R

I会長メッセージ」

タリー財団管理委員長からのメッセージ」などR
定する記事を掲載すること、

「ロー

Iが指

7月号の表紙には新R

I会

長の写真を掲載すること、年に6回以上は発行するこ
となど、従来通りのことがほとんどでしたが、今回新た

Rotary

ローダノーの公式ロゴ

に加わった条件があります。
表紙に大きく「Rotary」

その一つが、

2020年12月まで表紙に「RotaⅣ」の

ロゴを入れることでした。これは、全世界でロータリー

という組織としての統一感を持たせるのが目的です。
『友』では、

7月号からこの新しい契約にのっとった表

紙のデザインに変更しました。

「Rotary」の文字が大き

くなって「ロータリーの友」の文字が小さくなりました

が、雑誌名は『ロータリーの友』です。ちなみにRIの
機関雑誌『The

何を隠そう、菓事務所もつい最近まで・・・…

えらそうなことは言えないのですが

Rotarian』の名称が『ROTARY』に変更

されることが今年6月に開催されたR
され(本誌横組みP48参照)、

I理事会で決定

9月号から変更されてい

ます。

以前のロータリーマークが入った写真にご注意!
もう一つの変更は、以前のロータリーマークが写った

写真を雑誌に掲載しないように、という呼び掛けです。

R

lのウェブサイト「MyROTARY」のブラン

ドリソースセンターでダウンロードできます

ロークリ-のま
令和2年

9月号

ロータリーの友

17

ロータリーの左
日本
発行部致92,100

発行部数与,000

ペルー
発行部数3,000

18

メキシコ

19ま2年創刊

発行部数2,225

ロータリーの友

コロンビア

チリ

19与書年創刊

2017年創刊

1927年創刊

発行部数2.300

1970年創刊

ベルギー・ルクセンブルク

ブルガリア・マケドニア・
セルビア

誠子調教10′000

発行部数1,900

1984年創刊

1995年創刊

ベネズエラ
発行部数2,800

1992年創刊

チェコ共和国・
スロバキア共和国
発行部数2,与00

2020

1990年創刊
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イギリス・アイルランド
発行部数53,000

1915年創刊

ポーランド
練行部数2,000

2017年創刊

フランスなど
発行部数書与,100

1952年創刊

ポルトガルなど
発行部敬う,500

1984年創刊

ドイツ・オーストリア
発行部数6事,000

1929年創刊

スペイン
発行都敵う,000

2001年創刊

イタリア・アルバニア・

マルタ・サンマリノ
発行部数41,000

発行部数2,400

1929年創刊

タイ・カンボジア・ラオス
発行部数8,与00

令和2年

1983年創刊

9月号

トルコ
発行部数4,う00

1983年創刊

発行部数1,000

2007年創刊

フィリピン

韓国
発行部数60,000

ウクライナ・ベラルーシ

196事年創刊

発行部数1与,与00

1978年創刊

発行部数16,300

19ま7年創刊

デンマーク・フィンランド・

スイス・

アイスランド・スウェーデン・

リヒテンシュタイン

ノルウェー
発行部数与与,000

エジプト

1924年創刊

オランダ

発行部数13,000

南アフリカなど
発行部数4,う00

台湾

1927年創刊

発行部数13,与00

1960年創刊

インド・バングラデシュ・
ネパール・スリランカ

オーストラリア・
ニュージーランドなど
発行部数4事,000

1926年創刊

1936年創刊

196与年創刊

発行部数121,970

ロータリーの友

19う2年創刊

19

かんかんがくがく⑤

kan

kangakugaku

囲謹皇

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

全国のいろいろな方と友達になれる」という言葉を思い
出しました。

つまった「友愛の広場」が
鵬ロータリアンの思いが
楽しみです

福井西RC

中村

敏雄

ロータリーでの会議や研修会でもお互いに声を掛け合

って、いろいろな方と直接知り合いになれますが、自分

の日頃からの思いを記事にし載せてもらうことで、意見
を交換できるところが『友』の素晴らしいところではな
いかと思っています。

(第2650地区

福井県)

私は2011年11月に入会しました。別の異業種交流会

の友人の誘いで体験例会に参加したのですが、例会開会
までに食事を取り、開会冒頭から国歌やロータリーソン
グを歌って始まることに驚きました。会員の中にたまた

女性会員活躍の誼事に
時代の流れを感じます

ま私のことをよくご存じの方がいて、お声を掛けてくだ

さったことが入会のきっかけとなりました。入会日はガ

門司西RC

大野

隆司

バナー公式訪問の日で、当時のガバナーから直接バッジ
を着けていただいたことを今でも鮮明に覚えています。
その後、入会4年目でクラブの幹事を引き受けること

私は北九州市の門司西ロータリークラブ(RC)に

になりました。しかし、幹事の仕事やクラブの事務内容

1971年の創立時から参加し、ロータリー歴はもうすぐ

について、具体的な引き継ぎらしきものはなく、自ら勉

49年になります。

強したり、他クラブの大先輩にお聞きしたりして、本当

読者ではありませんでしたが、会長の時には、卓話の題

に必死の思いでロータリー活動に取り組みました。これ

材などでかなりお世話になりました。

85歳です。

『友』のそこまで熱心な

A(農業協同組合)の職場生活の日々からは全く

『友』を読んでいて感じるのは、女性会員に対するス

考えられないことも多く、刺激をたくさん頂きました。

タンスの変化です。昔は「日本のクラブも女性会員を入

しかし、実際に幹事に就任し、クラブ運営に取り組め

れるべきだ」という記事や投稿が見られましたが、今で

ば取り組むほど、次第に疑問が生じ、残念ながら、当初

はわがクラブも含め、女性がいるクラブは当たり前とな

までのJ

入会したクラブの退会を決意しました。今は別のクラブ

り、女性会員が活躍する記

で、ロータリー活動に有憲義に取り組んでいます。

事も普通に載っています。

現在も、

『ロータリーの友』

(以下『友』)に掲載され

時代の流れを感じますね。

る他クラブのロータリアンの投稿記事から勉強させても

また、昔は雑誌のサイズが

らっています。未熟な私が最初に投稿し掲載された記事

小さく、白黒ページも多

について、他県のロータリアンから自宅にお電話を頂き、

かっだのですが、

「退会を考えていたけれど、あなたの記事を読んで、私

らではの広告が多く、見て

も疑問に思うことを書いてみます。いつか、どこかでお

いて楽しかったです。

『友』な

会いできることを楽しみにしています」と。「そして、も

一昔前は、ロータリアン

う一度一緒にロータリー活動をしましょう」と、有意義

であることは一種のステー

な会話をしたことを覚えています。その時、今は亡きロ

タスでした。職業分類の規

ータリーの大先輩・淡島洋さんの言葉「ロータリーは、

制も厳密にあり、ローダリ

20
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鞄詣

『ロータリーの友』といえば・・・・・・
皆ざまのロータリーライフを豊かにするために発行されてきた『ローダノーの友』。改めて、『友』のご感想や活用法、「こ

んな記事が読みたい」といった提言を伺いました!

アンはその地域のその職業の代表者でした。女性会員の

言ってくれた、私も同じように考えている」というお手

入会問題以前に、男性でも思い通りに入会できない時代

紙は、正直うれしいものです。

があったのです。それだけに皆ロータリアンであり、『友』

ロータリーへの思いを同じくする方からのお便りに

を購読していることに、今よりプライドを持っていたと

は、勇気づけられるものがあります。そこから交流が始

思います。

まり、いろいろなアドバイスを受けることがあります。

よく「ロータリーの本質は親睦か奉仕か」ということ

お互いに面識がないから「どういう方だろう」との想像

が議論されますが、ロータリー創設の経緯を考えると、

が膨らみます。自分勝手に一人でいろいろと想像するの

やはり親睦、それも例会が一番大切だと思います。ただ、

も楽しいものです。

残念なことにせっかく入会しても長続きしない人がいま

ロータリーの楽しみ方は人さまざまですが、あなたも
私が投稿してロータリー

す。休みがちの新人には、入会時の推薦者を中心に、周

『友』に投稿してみませんか?

囲の人がフォローしていかに継続してもらうか。そうい

の世界が広がったように、あなたの世界も広がることで

う視点での記事や事例紹介があるといいですね。

しょう。

(第2700地区

(第2670地区

香川県)

福岡県)

投稿とは、自分の考えをまと
めること。お便りをいただき、
交流が始まることも
丸亀RC

国際ロータリー(R

-90年度R

横田

龍男

I)のテーマを振り返ると、

1989

I会長ヒューM.アーチャー氏の「ENJOY

ROTARY!(ロータリーを楽しもう!

)」がありましたが、

『友』に投稿するのも、自分なりの「ロータリーを楽し

19与う年1月号(創刊号)

19与5年2月号

1978年1月号

2014年3月号

もう!」の実践です。
「投稿のどこが楽しいって?」。それば投稿してみれば

分かります。投稿するということは、自分の考えをまと

めることで、書かないと考えをまとめることはできませ

ん。仕事においても、書くことで「これからどうすれば
いいのか」の考えがまとまります。

そして『友』に投稿し、幸運にも掲載されれば約
9万2,000部も発行されている『友』ですから、日本

各地のロータリアンからお便りを頂くことがあります。
それこそ「ロータリーの会員である」というつながりだ
けで、会ったことのない方からのお便りです。
令和2年

9月号

「よくぞ

ローダノーの友
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kan

kangakugaku

『友』の投稿記事で知った
先輩ランナーに思う

「過去・現在・未来の

審

ロータリー」をひもといて
くれるロータリアンの教科書
東京臨海RC

田村

ロータリアンの3つの義務の一つに『友』の購読があ

るのは周知の通りですが、どれだけのロータリアンが、
その義務を果たしているでしょうか?

者が電子版を読むのでしょうか?
知恵がなくなる」といいますが、

冊子を読まない

「便利になるほど、
「ロータリーの目的」

大久保健二

観音寺RC

浩康

10年以上前でしょうか、

『友』でこんな寄稿を拝見し

ました。記憶をたどれば、このような内容でした。

毎年ホノルルマラソンを走る高齢(失礼)ランナーの
お話です。ある年、がんの手術をされたそうです。普通
はマラソンなどしませんし、したくてもできません。と

をどれだけのロータリアンが理解して、実践しているで

ころが、

しょうか?

ハワイ行きを決行!その上、なんと走ってしまったと

「見るだけなら」とお医者さんの許可をもらい、

「四つのテスト」は、基本的にはわれわれが社会人と

いうお話でした(ホノルルマラソンは前日でもエント

していかに生きるかという生活の姿勢について示された

リーができるのです)。もちろん、シューズもウエアも

指針であり、思考と行動の過程の哲学であります。ロー

準備していたんでしょうね、走るつもりで。

タリーの創始者ポール・ハリスの「ロータリーとは何

何より体が「走りたい葛!」と催促したのでしょう。

か?」という自問自答には「ロータリーとは何か、何千

体は正直です。本当に体が悪ければ42血どころか、

人のロータリアンに聞けば、何千通りもの答えが返って

血も走れません。病気を尭服し、走りたくてムズムズし

くるだろう。しかしもしロータリーが、より寛容で、よ

ていたのでしょう。

り他の人の良さを認め、より他の人と親しく交わり助け

その感覚がよく分かります。しんどくても、走れば元気

合うようにしてくれるなら、そして、人生の美しきや喜

になることが私にもよくあります。私はそれを「心にエ

びを発散し伝えてくれるようにしてくれるなら、それが

ネルギーチャージロ と呼んでいます。これからも、あ

われわれが求めるロータリーの全てである。それ以上

の『友』の記事に載っていた大先輩を見習い、自分と正

ロータリーに何を求めることがあるだろうか」とつづら

直に向き合い、体と相談しながらやっていきます。

れています。

52歳から20年走ってきた私には、

今は残念ながら、新型コロナウイルス感染症の影響で、

『友』の特集や投稿で、ロータリーの哲学や歴史が紹介

国内外のマラソン大会が中止や延期となっています。私

されることがあります。とても分かりやすくロータリー

が参加したのは、

のことを教えてくれるのが『友』です。私にとっては「過

最後でした。いつ再

去・現在・未来のロータリー」をひもといてくれるロー

開されるのか分かり

タリアンの教科書で、唯一、会員が定期購読できるロータ

ませんが、目標とす

リーの解説書です。そのことこそ、

『友』の購読が、ロ

る80歳代でのフル

ータリアンの3つの義務の一つであるゆえんではないで

マラソンの完走を目

しょうか。

指して、ゆっくりマ

国葬鵬購㌢ソン

★細論膿的∴∴競

つから÷8・鴎′裏〃患雲ふ果た

と〇︑ああら-クリアンから﹁●ノルル▼

ソン鴫‖〇着●んか﹂と寄鯵毒しふ乍

嬉●はー女∪..⁚﹁-章一電場小高●.イぐらいあり

鴫寄ったら越のていってあけ●﹂と,‖ああで

調って賀〇年がを.﹂とに︑﹁農hら録

園

農で食っていたー録蓬^︑農の年職質で

﹂と基い

嬉aいので十か一.輸I-○○きったので

タン審ント̀あり教もA.農高

へで私よりランク中細です.◆nあ重り

へ′章で︑

﹁暮し︑二〇〇着田子あうて寄書

章︑

.◆のき定一町議づ-んし重さ○

きい録教でも﹁▼9ソン直川で農●oではe

eことで

ロータリーの友

東京都)

lhしきかーヽみしりで競いでし章い書﹁貫へ
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(第2580地区

く̲への雇ったら﹂̀いうa持し●口でかノん

り」。今こそ、世界のロータリアンたちが真剣になる時
ではないでしょうか。

心霊で卯●︑場職︑遷し裏しトヽ.書M,I

「いい加減だと言い訳ばか

香川螺)

0雷V私oトレーーーツタ寄りい..人

(第2670地区

患い﹂と

ているのではないかと考えます。

よっ直と暮 iヱγ﹂●ヽ重いlし{へーで{ヽしば

ます。

置⁚け五つたら︑(′軸〇二〇いじ雷りたい﹂と

イペースで走り続け

意義を考えて、クラブ会員の知恵を結集すべき時代が来
「真剣だと知恵が出る」

1月の天草マラソン大会(熊本県)が

らく▼あと︑̀〇一7一薫けやっで

新型コロナウイルス禍の中、改めてロータリー活動の

「中途半端だと愚痴が出る」

5

高書音羽随
編集部より:該当記事は2008年7月号「友愛の広場」掲載、 「還暦
からのホノルルマラソン」 (東大阪RC ・河野欒会員)でした。
2020
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ロータリーは優れた調査機
関。老若男女、あらゆる職業人

の生の声を読みたい
神奈川東RC

kan

kangakugaku

鞄詣

ショックはこれとは違って、人類全体を脅かす、異常な
事態になっている。

そこで私は考える。このような、数百年に一度とも
思われる大きな社会変動についての記述を、マスコミや

田口健太郎

学者たちの調査や分析だけに委ねるのではなく、われわ
れロータリアンが後世のために、この実情を記録として、

さまざまな角度から正確に残しておくべきではないかと

当クラブのある略・横浜」に、大型クルーズ船「ダ
イヤモンド・プリンセス号」が入港したのは2月3日。

考える。

幸いにも、われわれロータリーには主に30代から

これが日本におけるコロナ禍の序章になろうとは、当初

90代までの、共通の理念を持った約9万人もの仲間が

誰も予想しなかったに違いない。

全国各地にいる。しかも日本のあらゆる分野で仕事に携
3月から3ヵ月間、例

わっている。調査機関としてみれば、日本で最もレベル

会の休止を余儀なくざれた。大多数の会員は自社の新型

の高い組織といってもよい。そうした人たちの生の声を

コロナウイルス感染症への対応に追われ、中には経済的

『友』で読みたいと思う。

当クラブもその余波を受けて、

な危機に直面している会員もいる。それぞれが、人には
言い難い心労を緯験しているようだ。

過去においては、世界経済を揺るがしたリーマン
ショックを2008年に体験しているが、今回のコロナ

コロナ騒動の収束時期はまだ不透明であり、検討する
時間は十分にあると考える。

『友』を愛する有能なロー

タリアンの方々、どうか良い案を教えてください。
(第2590地区

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」

神奈川県)

「これって、

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

令和2年

9月号

ロータリーの友
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へロータリー希望の風奨学金へ

希望を次の世代へ

ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会委員長

新司(潟上RC)

地震、大雨による洪水、土砂崩れなどの自然災害は頻発

はじめに
毎年、

地葉

し、それに伴い被災遺児となった子どもたちが数多くい
『ロータリーの友』

9月号に「ロータリー希望

の風奨学金」の決算報告・活動報告を掲載しています。

ることでしょう。

このような時期に9年前の東日本大震災の被災遺児

今年は原稿執筆の時期を迎えでも、何を書きだしの言葉

に対する奨学金のご支援をお願いするのもはばかられる

とするか、数日間、何も浮かんできませんでした。世界

気がします。しかし、ロータリーには長期にわたる多く

で、日本で、新型コロナウイルス感染症が流行し、多く

のプログラムがあります。ロータリー財団の奨学金しか

の人々が感染し、多くの人々が亡くなりました。感染を

り、ロータリー米山諦念奨学会による外国人留学生への

防ぐために、私たちの生活にも多くの規制がかかり、自

奨学金しかり、です。

粛生活を余儀なくされております。企業活動においても

2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、

休業を強いられ、ついには廃業に追い込まれた人々があ

両親もしくは片親を亡くした被災遺児で大学(短期大学

り、失業された人も多く、綬済状態は沈滞した状態が

を含む)、専門学校に学ぶ者に対し、入学から卒業まで

続いています。さらに、この原稿を執筆中の7月半ば、

毎月5万円を給付し、返還を求めないとする奨学金です。

東京都の感染者が連日100人を超えているとの報告が

震災当時0歳の子であれば、大学卒業まで最低22年間

あり、新型コロナの影響がどのように変転するのか予想

続くプログラムで、まだまだ長い道のりが残っています。

ができない状況にあります。

一人の人間の成長を支えることで、それが次の希望へと

7月に入ってからは九州での豪雨災害、さらに岐阜、

「ロータリー希望の風奨学金」は、

つながっていくことを信じて、引き続き、ご支援をお願

長野でも水害がありました。東日本大震災後にも多くの

いいたします。

1)奨学生の実態報告

(質料1)

2019

-

20年度(第10期)給付奨学生の状況
2020年7月1日現在

奨学生には毎年、進級時に新年度の在学証明書の提出
を求めています。

4月分からの奨学金は新規の在学証明

前年度からの継続者

書が提出されてから送金しています。提出がない場合は

新規給付者

送金されません。また、この春、高校を卒業し、新たに

復学した者

大学生、専門学校生になった新入生にも進学先の在学証

2019

明書の提出確認後、送金を開始しています。

2020年3月卒業者

-

20年度内支給者総数

194
34

事務局には今年、多くの奨学金給付対象者から「オン

休学による停止者

ライン学習で講義は始まっているが、大学(専門学校)

退学による終了者

は休校で入学式もなく、在学証明書を発行してもらえな

留年による停止者

0

い」

辞退による終了者

0

ている」など 多くの問い合わせや実情報告が寄せられ

給付期間終了者(注1)

0

ました。救済措置として、今年度に限り、文書(メール

在学証明書未提出による停止者(注2)

を含む)での届け出があれば、送金を開始することにし

次年度への継続者

「帰省もできず、アルバイトもできず、食費に困っ

ました。

6月以降、新規も含め改めて在学証明書の提出

を受け、

6月末までに進級生102人、新入学生45人に

奨学金を送金することができました。しかし、進級予定
者のうち13人からは連絡もなく、支給を停止していま
す(資料1参照)。
24

ロータリーの友

注1)給付期間終了者とは、

0

1

13

1

47

6年制大学で4年修了者と停

学後の復学で期間終了者です。

注2)在学証明書が未提出で進級を確認できない場合は、
振り込みを停止します。
付記)

2011年12月のプログラム開始以来の奨学生の総
数は467人です。
2020
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プログラム開始以来の奨学生は、被災県別に見た奨学

(質料2-1)地区別支援金実績
2020年6月30日現在

生で岩手県202人、宮城県249人、福島県重6人で合

(単位:円)

計467人となっています。そして2020年3月末まで
に259人が卒業しています。

開始時資金十支援金

地区および団体・個人

2)支援金ならびに奨学金の実績報告
「ロータリー希望の風奨学金」プログラムの開始時の
資金は3億619万円でした。その後、

合計
第10期

2018-

19年度

末までに国内外のロータリアン、クラブ、地区、個人、
法人から6億3,400万円の資金が、そして2019-20

2019年7月へ

之020年6月

D-26与0*

(福井・京都・奈良・滋賀)
D-之与80(東京・沖縄)*

17,与29,う36

264,3与4,452

7,603,227

183,406,966

日台ローダ)12与.滅9,917

親善会議

年度は約4,000万円の支援金が寄せられ、総額は9億
D-2790(千葉)*

1,422,370

7与,4事2,702

D-2570(埼玉西部)*

5,72事,177

6与,390,797

D-2760(愛知)*

4,062,671

58,3与8,233

8,000万円を超えました(資料2-1参照)。

奨学金として支払われた金額は、
に6億4,055万円です。

2020年6月末まで

2020年7月1日(第11期)

への繰り越し金は3億3,851万円となります(資料2-2

D-2710(広島・山口)*

参照)。この金額ですと、プログラム開始当初の奨学生

D-2720(熊本・大分)来

の人数の推計では、残り13年間を支援し続けるとして、

D-2与90来

(神祭)ii横浜・川崎)

与2,496,688

947,000

鵜.756,124

300,000

31,004,312

1,200,000

23,109,625

今後7年間は継続可能です(次ページ資料3参照)。
D-26う0(岐阜・三重)*

しかし、奨学生の実績数を見ると、予測数を若干上回っ

ています。岩手県、宮城県の2県の遺児を対象として、

D-2750

(東京・グアム・北マリアナ諸島・

1与,911,7鵜

大震災前の年度別出生数を考慮しますと、必要額の増額

パラオ・ミクロネシア)

が予想されており、さらなる支援をお願いいたします。

D-2540(秋田)*

716,61与

12,992,312

米国・個人・台湾・団体

280,000

8,114,013

(資料2-2)第10期収支計算
(2019年7月1日˜2020年6月事0日)

(単位:円)

D-2620(静岡・山梨)

収入の部
前期繰越金

38与,761

支

援

金

40,041,060

雑

収

入

2与,972

収入合計

42与,828,489

87,100,000

振込手数料

0

小
(2)経費

計

3,839.93与

3,032,115

D-2与与0(栃木)

2,781,501

D-2640(大阪・和歌山)

2,197,021

D-2690
2,163,801

(岡山・島根・鳥取)

金

学

186,664

D-2610(石Ili・宮山)

D-2800(山形)

奨

6,9与9,426

,4与7

支出の部
(1)奨学金

D-2820(茨城)

30,000

1.912,330

D-3340(タイ)

1,76与,192

D-2670
87,1

00,000

設

備

費

0

通

信

費

117,767

振込手数料

0

消耗品質

94,322

1′300,000

(愛媛・香川・高知・徳島)
D-2780(神奈川)

10,000

1,060,000

D-2与10(北海道西部)

1,0与0,000

D-2770(埼玉南東部)

1,000,000

D-9710(オーストラリア)

会

議

費

0

備

品

費

0

雑

費

0

小

計

212,089

支出合計

87,312,089

次期繰越金

D-2与30(福島)

700,000

344,000

30,000

D-2830(青森)

220,000

D-2730(鹿児島・宮崎)

165,000

D-2740(長崎・佐賀)

帥
う38,5

1

7与,860

40,041,060

980,234′0与う

6,400

*印はプログラム開始時からの参加地区です。

令和2年

9月号

ロータリーの友

2与

話せる機会がなかなかありません。ぜひ、そういっ

私たちは昨年に引き続き、進級する奨学生に「ロータ

た場を設けてもらいたいです。またロータリアンの

リー希望の風奨学金に関するアンケート」を実施し、下

記の2点に関して回答を求めました。

方々が支援してくださるおかげで、今の自分がある

①奨学生の皆さ

んをロータリークラブに紹介することについて。

と思うので、そのことについての感謝もお伝えした

②支援

いし、今後のことや将来の夢なども謡ってみたいと

の輪を広げるため、クラブ例会や地区の集まりに出席し、

思います。支援を受けている自分たちの生の声を伝

生の声を届けることについて。以下、その回答の中から、

えることは、支援してくだきっている人々にとって

いくつかをご紹介しだいと思います。

異学2年生女性

多くの人々といろいろなことを

ー大学1年生男性

3)奨学生たちの声

も役に立つことだと思いますし、支援の輪を広げら

れるなら、ぜひ出席したいです。

「ロータリー希望の風奨学金」を

頂くに当たり、東日本大震災青少年支援連絡協議会
の皆さま、ロータリアンの皆さまには大変感謝して

大学2年生女性

ご支援ありがとうございます。お

かげさまで生活に困ることなく、毎日を有意義に過
ごしております。これからも感謝の気持ちを忘れず、

大学生活を送りたいと思います。

甲大学埴生男性私は無事3年生に進級する。と
ができました。進級し、さらには不自由なく学校に

在籍できるのは「希望の風奨学金」のおかげです。

震災後9年が経過し、支援金も

大学4年生男性

支援してくだきっている方々にお礼の言葉を述べた

目減りしているのではと推察します。しかし、東日本

いと思っています。

大震災によって生じた困難な環境は変わりません。
私はアルバイトをすることができますが、中学生な

̀異学2年生女性

ど働けない奨学生には、より困難な状況だと思いま

ロータリアンの方々と交流する

す。ロータリークラブの支援は、今の小中学生にとっ

機会はとても貴重であり、自分の勉強になるので、

て必要不可欠。ロータリアンとの交流と支援の輪を

ぜひお話をさせていただきたいと思っています。ま

広げ、奨学金運営の力になりたいと思っています。

た、支援してくださるロータリアンとお話しさせて

いただける機会もなかなかないので、直接お話をで

まだまだ、多くの意見をいただいております。以前の

きたらと思っています。今年の新年会に出席した時、

アンケートでは、

たくさん声を掛けていただき、とても貴重な体験と

「心の傷が癒えず、震災の様子を思い

出して、それを伝えられる状態ではない」といった声が

なりました。機会があれば、また参加させていただ

多数寄せられていました。一方、今回を含め近年のアン

きたいと思っております。東日本大震災の体験談な

ケートでは、ロータリアンとの交流を求めたり、震災あ

ど、自分が話せる範囲で伝えられたら、と思ってい

るいは震災後の状況や感謝の言葉を伝えたいとの積極的

ます。

な意見も見られるようになってきています。
(資料3)プログラム開始から終了までの活動実績および予測
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12

35人 80人

醤

数

醤

13

143人

14

161人

1与

172人

17

16

176人

175人

18

173人

19

185人

20

194人

21

100人

奨学生数は開始時の予測値に実績値を加味

之2

23

100人

100人

25

26

27

28

29

30

31

32

81人 62人 49人 34人 32人 30人 28人 19人 10人

33

与人

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測

支給した奨学金

継続可能な残高

支給した金額

現在の支援金残高

今後募らねばならない金額

640,与与0,000円

338,与16,400

104,283,600円

※管理運営費は約24万円/年程度と少額のため、ここでは含めていません。
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今後支援金を暮らねば

ならない範囲

※2020年7月15日時点
2020

VOし.68

予測
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圏園圏

※写真はイメ二ジです

4)今後の活動について
震災後9年が経過し、皆さまからの支援金の状況を
見ていますと、厳しい状況に来ていることがうかがえま
す。しかし、地区大会記念事業、クラブ別立話念事業と
して支援を続けてくだきっている方々、チャリティーコ

ンサート、チャリティーゴルフ大会を継続開催し支援を

してくださる方々など個人、団体を問わず多くのご支
援をいただいております。誌面をお借りして、改めて感
謝申し上げます。

「皆さまにお会いし、感謝を伝えたい」

と回答した奨学生たちの言葉を直接届けられるよう、新

型コロナへの憂慮はありますが、協議会としてば今後、
ご支援者の皆さまと奨学生との交流の場を設けていきた
いと考えております。

最後に……、アンケートの回答とは別に協議会に届
く手紙があります。ある大学4年生の女性の手紙には
「『ロータリー希望の風奨学金』の関係者の皆さま、い

つもご支援をいただきありがとうございます。ついに4
年生になりました。就職活動に卒業論文……。昨今の新

型コロナウイルスの感染拡大もあり、忙しい1年間に
なりそうですが、今年度もどうぞよろしくお願いいたし
ます。皆さま、どうぞ健康に気をつけてお過ごしくださ
い」とつづられていました。何気ない感謝の一文ですが、

われわれの存在が、親を失った若者の孤独を和らげ、希

ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会
〒

104-0031

東京都中央区京橋2-11

-8

全区脇道会館1階

国際ローダノー第2与80地区ガバナー事務所内
.鴫1

;

Eメール:

03-与250-20与0

Fax

:

03-与250-20与0

r.kibounokaze@wave.plala.or.jp

望へと導いていることが実感できる内容だと、私は思い
ます。こうした希望の灯を消さないためにも、引き続き

ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会

皆さまのご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。

千葉銀行

(第2540地区2010-

令和2年

9月号

銚子支店

普通

3与49340

11年度ガバナー)
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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
一寄付金・財政編寄付金と奨学金・事業費推移(10-

★寄付金は奨学金事業に
2019

-

20年度の寄付金収入は13億3,632万円(前

11へ19-20年度)

(単位:百万円)

年度14億1,157万円)と、前年度から的7,500万円

の減少となりました。個人平均寄付額(寄付総額を会員
数で割った額)ば1万5,055円(前年度1万5,828円)。

新型コロナウイルス感染症の拡大により全国的に例会が
休会となり、また、経済活動の抑制による景気悪化など
の影響を受け、大幅な寄付金減となりました。

皆さまからの寄付のほとんどは奨学金に、そのぼか奨

学生・学友関係費、地区・世話クラブへの補助費、当会
事業部甲骨の職員人件費などの
-

事業費

としで使われて

います。

2019

20年度の支出に占める事業費の割合

は97%

(14億6,239万円)と高く、管理費は3%と

なっています。過去6年間は毎年、奨学生採用数を増
やしており、それに付随して奨学金などの事業費支出が

年々増加しています。来年4月の採用枠は、奨学事業
安定積立資産(余剰金の積み立て)を活用しつつ、

30

人増の890大枠を予定しています。

10

11

12

13

14

1与

17

16

18

19

(年度)

因普通寄付金田特別寄付金 □特別積立資産取崩

因配当金
★

一書I-奨学金・事業費

ll税額控除′′が選択できます

当奨学会へご寄付をいただくと、個人の所得税や一部

の住民税、法人寄付の場合は法人税が軽減ざれます。特

別寄付をしていただいた個人・法人には、金額にかかわ
らず、確定申告用の領収証をお送りします。普通寄付金

についても、クラブからの申請と会員氏名のデータ提供
があれば、申告用領収証を発行します。

当奨学会は寄付金の「税額控除」適用法人であり、確

定申告の際に「所得控除」か「税額控除」のどちらか有

利な方を選択することができます。税額控除は、寄付額
の約40%の金額が所得税額から控除されるもので、所
得控除よりも控除額が大きくなることがあります。この
寄付の種類
当会への寄付金には「普通寄付金」と「特別寄付金」

の2種類があります。いずれも使い道は同じです。
当奨学会では、財政の健全性・透明性確保に十分配慮
しています。内部監査に加え、公認会計士による外部監

査として、公正を立場から毎月全伝票のチェックを受け
ています。決算報告と詳細な計算書類は、毎年ホームペ
ージ上で公開しているほか、

送付しています。
28
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9月下句までに全クラブへ

看普通寄付金:各クラブが決めた金額×会員数分
を国内全クラブから納入いただいているもので、安
定財源として必要です。

2019年度平均:

4,788円

鵜特別寄付金:個人、法人、クラブからの任憲の寄
付金で、金額は自由です。一定金額に達するごとに表
彰制度があります。

2019年度平均:

1万267円

2020
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今月の「よねやまだより」は、前号に続いて「ロー到一米山記念奨学事業の基礎知識」の\:
寄付金・財政編です。寄付者の皆さまにとって、

「寄付金がどのように使われているのか」は、

最も気になることではないでしょうか。そのため、当会では毎年本誌9月号にて、前年度
の収支決算と寄付金の状況を報告しています。また、所得税・法人税などの税制優遇制度、
「素鰭褒章」授与申請の条件、寄付者の声をご紹介します。

ほか、東京都にお住まいの方は、個人都民鎖の寄付金控

記念奨学事業。その始まりは戦後間もなく、二度と戦争

除も合わせて受けることができます。

の悲劇を繰り返さないために、国際親善と世界平和に寄

法人からの特別寄付については、一般の寄付金損金算

与したい……という、当時のロータリアンたちの強い願

入限度額とは別枠で損金算入でき、これによって、法人

いがありました。それから半世紀以上の年月を経て、巣

税額が軽減されます。確定申告の際は、ぜひこうした寄

立った多くの元米山奨学生たちは世界平和の礎として

付のメリットをご活用ください。

活躍しています。どうか、皆さまの変わらぬご支援を今
年度もよろしくお願いいたします。最後に、寄付者から

★紺綬褒章の公益団体に認定

当会に寄せられた声を、ごく一部ですがご紹介します。

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、内閣府賞

勲局から「紺綬褒章」の公益団体認定を受けています。
紺綬褒章とは、公益のために私財を寄付された方々に対
し、天皇陛下から授与される栄典です。
当会が認定を受けた2018(平成30)年9月12日以降、

国籍にかかわらず、次世代の人材を育てること

は私たちの責務。米山梅吉翁の平和の精神が今
ほど求められている時期はないのではないでし
ょうか。

個人の場合は500万円以上、団体・企業などは1,000

の思いから、わが豪3大分をそのまま寄付させ

き、定められた条件を満

ていただきました。

たした場合に、紺綬褒章
の授与申請の対象となり

ついに米山功労者となりました。言葉だけの

寄婁

す(分納期限に制限はあ
りません)。

(埼玉県・私立大学教授)

現役の米山奨学生だった頃から20年がたち、

ます。あらかじめ申し出

分納による寄付も可能で

RC会員)

10万円の特別定額給付金を有効活用したいと

万円以上をご寄付いただ

ていただいた場合には、

(栃木県・宇都宮90

恩返しよりも社会人としての行動を。今でも
ずっと感謝しています。

出典内閣府ホームページ

★変わらぬご支援のお願い

(東京都・米山学友)

ロータリー米山記念奨学会事務局
米山記念奨学事業、または̀̀よねやまだより

について

のご意見・お問い合わせは、当奨学会まで。

日本のロータリーによる独自の事業として、ロータリ

アンの皆さまのご支援により長年受け継がれてきた米山

令和2年

9月号

Tel,

03-3434-8681

Eメール:

Fax.

03-3578-8281

mail@rotary-yOneyama.Orjp
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29

世界中の
ロータリープロジェクト

語離韓置。
RO丁ARY

9月号から

ギリシャ
10月26日と11月9日に「再植林は

2018年7月にギリシャを襲った山火
事で、

32%

100人以上の人々が命を落とし、

束アッテイカ地域のマテイとラフィーナ

自然が破壊され、何千人もの住民が住居

で実施しました。目標は150本でしたが

を失いました。アテネ東海岸一帯は焼け

…ii」と、同クラブの前会長フロレンティ

野原となり、すっかり様変わりしました。

ア・ピクロウさんは言います。

その1年後、アティナフイロセイ・ロー

樹することができました。アッテイカに緑

ターアクトクラブ(RAC)は地方自治

を呼び戻し、地域社会に希望を与え、環境

体と2つの環境保護団体(We4allと

保護の意識を高め、市民と共にあることを

PrQject

願って、クラブ会員の18人全員が参加し

Phoenix)と協力し、最大の被害

を被った地域で植樹を行いました。

「200本植

てくれました」

ギリシャの事2%が森林地帯

台湾
2014年に、台北瑞安RCは低収入

新型コロナウイルス感染症が蔓延

する中、生花市場が大打撃を受けま◎

世帯の大学生のために職業訓練プロ

した。花を栽培する温室や農園の従

グラムを開始。以後、国内の90のク

業員が失業するのを防ごうと、ケニ

ラブが参加するようになり、

ア花井園芸協会は入院患者や医療従

を超える参加者が就職活動で強みと

事者に何千もの花束を無料で贈る活

なる技能を習得してきました。今で

動を続けており、

は300人以上のロータリアンをメン

20近くのロータ

リークラブの会員たちが花束を届け

ています。この活動はコロナ危機が

収束するまで続けられる予定です。
「ロータリーでは、国中の隔離施

10億円レ
ケニアの園芸産業の市場規模は
10億ドル(約1,05与億円)

ターに擬し、

1,000人

B轟dgeofし脆構想と銘

打って学生一人当たり1,700ドル(約

18万円)の奨学金を提供しています。

また、そのための基金から、コース運

設や前線で働く医療従事者に花束を

営と、割引料金で訓練を行ってくれる

届けていきます」とナイロビイース

有資格のコーチたちを雇う費用を賄っ

ト・ロータリークラブ(RC)会員

ています。

のシャロン・ワニェキさんは言いま

鍵は必ずしも金銭的な寄付にあるので

す。

「真のロータリアンとなる

4月下旬には、ケニア花井園芸

はなく、寛大な精神にあるのです」と

協会とケニア民間部門同盟、ケニア

プログラム創始者で第3521地区バス

航空、そしてその他団体や企業がこ

トガバナーのサラ・マーさんは言いま

の̀審聖の花束

す。

30

計画に参加しました。
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カナダ
オーストラリアで発生した山火事によ

る被災地を支援するため、ブリティッシ
ュコロンビア州のプリンスジョージRA

Cのサラ・アッシュさんが、昔ながらの

ベイクセール(手作りお菓子の販売)を
企画しました。

「父がオーストラリア出

身なので、このニュースは他人事ではあ
りませんでした。山火事被害の支援金を

集めるイベントを提案した時、父がシェ

フということもあり、クラブ会員から最

初に出たアイデアはベイクセールでし

37′000

た」

コスタリカでは書方7,000人

ベイクセールは1月中句にノーザン・

当たりにつき眼科医は1人

ブリティッシュ・コロンビア大学で、そ

の重カ月後にプリンスジョージでアッ

シュさんの父、ブライアンさんが経営
するケータリング店で行いました。

2回

目のベイクセールでは、事前に注文を取
ることで需要を把握できるようにしまし
た。当日はブライアンさんが作ったいろ

いろなお菓子がテーブルに山のように積
まれました。中にはクリームといちごジ
ャムがブリオッシュに詰められたオース
トラリアのクリームパンも交じり、オー

ストラリアらしさをかもしだしていまし
た。

1,000ドル(約10万円)以上とな

った売り上げは、ロータリー・オースト

ラリア救済活動に寄付ざれました。

コスタリカ
コスタリカの都市アラフエラの市

同じくカリフォルニアのパソロブ

街地には、マンゴーの木が数多く植

レスRCが資金を提供し、クラーネ

えられた公園があり、それにちなん

ンバーグさんとテンプルトンRC

でここは「マンゴーの街」と呼ばれ

のジョージア・ヴリーケンさんが9

ます。

人のパソロブレスR

この街には、視力矯正が必要であ

の開設が実現しました。ローターア

がない人々が多くいます。アラブエ

クターが眼鏡の配布を手伝い、アラ

ラRCはアメリカ・カリフォルニア

フエラのサンディエゴ・バイリンガ

の2つのロータリークラブと協力

ル高校の生徒たちが通訳を務めまし

し、

た。

2日間にわたってクリニックで

「この体験で強い団結力とチーム

「みんなで協力して眼鏡を

ワーク、そしていつまでも忘れるこ

800個購入しました」と、カリフ

とのできない感謝の心を教えられま

ォルニアのテンプルトンRCのウイ

した」とアラフエラRC会員のルシ

ル・クラーネンバーグさんは言いま

ダニア・スニーガ・モントーヤさん

す。

は言います。

ました。

9月号

2月下旬にクリニック

りながら一度も眼鏡を手にしたこと

600人以上の人々に眼鏡を配布し

令和2年

研修を実施。

C会員に対して

-BRAD
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WEBB輔

31

⊥
の-

「

連

載

VEST

」

大人の㊥
着こなし図鑑

テ̲マ:ベスト
スリーピース(三つぞろえ)は、秋冬のものだけだと思っていませんか。残
暑厳しい9月でも、スリーピースは大活躍します。カジュアルになり過ぎや
すいこの時期のビジネススーツをフォーマルに演出してみましょう。

ベストを勧める4つの理由
まだこんなに暑いのにベストなんて
着ていられるか!

と思ったあなた。

③上着を脱いでもO

K

7月号にも書きましたが、そもそも

これから挙げるベストの4つのメリッ

本来の下着要素であるワイシャツ姿で

トをまずはお読みください。

人前に出るのは、よろしくありません。

それでもどうしても上着を脱ぎたい場

﹁

①フォーマル度が上がる

スーツに合わせたベスト、つまりス

合、ベストを着ていればほっこりおな
かが丸見えになるのを防げます。ベス

リーピース(ジャケット・パンツ・ベ

トはある程度体に合ったものなので、

スト)は、通常のツーピース(ジャケッ

引き締まって見える効果もあります。

ト・パンツ)よりも格段にフォーマル
度が上がります。
映画やドラマを思い起こしてみてく

④派手なネクタイが使える

買ったネクタイが思ったより派手で

ださい。仕事ができる人、役職がある

クローゼットに眠っているという方は

人はスリーピースを着ていることが多

いませんか?

いと思いませんか。私もテレビドラマ

着てその派手めのネクタイをしてみま

で服装の監修をすることがあります。

しょう。ベストのボタンを留めること

その時、同じスーツ姿でも、いい憲味

でネクタイは一部しか見えなくなるの

で「違う」男の服装として見せる小物

で、柄や色の主張が抑えられます。

そんなときはベストを

の一つがベストなのです。まさにロー
タリアンには必須といえるアイテムな
のです。

どうでしょうか?

ベストが欲しく

なってきませんか!?

とはいえ、いま

さら数年前に買ったスーツと同じ生地
②ちょっと個性的に演出

ベストを作る機会として良いのは、新

安積武史

同じような服を同じように着ていては、

しくスーツを購入するとき。オーダー

Asaka丁なkeshj

埋もれてしまいます。ベストの存在は

でスーツを作る際、ツーピース分の生

知っていても、そんなに広く普及して

地にわずか10-20cmくらいプラスす

いませんよね。そんな今だからこそ、

ればできてしまうので、とてもお得で

ベストでちょっと個性を出してみては

す(ただし、仕立て代は別)。このカラ

いかがですか。

クリの詳細をお知りになりたい方は、

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。束
京北RC会員。人生のモットーは
「向き不向きよりも前向き」

32

を探してベストを作るのは至難の業。

現在の主流はツーピース。みんなが
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⊥
(移-

VEST

右下に託我のウェブサイトから補足の
資料をご覧ください。

オーダーするときのポイントは?
ベストの背中部分の生地については、

ジャケットの裏地を使うのが一般的で
すが、少しおしゃれをしたい場合、ジャ

ケットの嚢を少し派手めに、ベストの
背中部分は、おとなしめの裏地にする

のがお勧めです(ジャケットを脱いだ
際にベストの背中が全面に出るので)。

ベストの着こなしで重要なポイント
となるのが、着丈です。ちょうどよい

着丈は足の長さ、お尻の高さなど個
人差があり、既製のものではぴったり

したものがなかなか見つかりません。
そんな理由からもベストを購入する際
は、オーダーメイドをお勧めします。

服装全般に言えることですが、その

服を着るのは自分のためでもあると同
時に、お会いする人のためでもありま

す。そんなことをお考えになることが
おしゃれの第一歩。

TPOをよく検討

し、服を選びましょう。

もっと詳しく知りたい方はこちら。
WWW.rOtary-nO-tOmOjp/kikonashLZukan/

次回のテーマは「レディースジャケット」。お楽しみに!

令和2年

9月号

ロータリーの友
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ト第2章
5カ年の「愚行」

(前半)

北部の大陸横断道路

太平洋沿岸の北西部に

をたどり、
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この頃、後の親友となるジョージ・クラーク
と会い、彼の経営する大理石会社の
営業部員になりました。

クラークとポール・ハリスと
の心の付き合いはこの時に
始まるのです。

この頃、ポールはイギリスの
小説にのめり込み、

ポールは大変失望しましたが、

ロンドン行きを諦めたわけでは
ありません。

1893年に帰国した

ポールは…
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写真でつづる
日本の回書タ

i○○÷

〕
12

★写真は船が津波で流されてきた岩手県宮古市役所。医療支援チームの-人として参加した財団学友の倉内菜掠
子きんは、ロータリーの記念碑を見て少し明るい気分になったと述べています。

2008

2009

2010

2012

2014

(写真:

『友』2011年与月号よの

201与

2016

「日本のロータリー100周年」を一緒に祝おう喜
記念切手9月18日発行決定!

!
日本のロータリー100周年実行委員会

1920年10月に東京ロータリークラブが創立ざれ、

委員長

辰野

克彦

記念事業等委員会委員長

鈴木

喬

事務局長

水野

功

奉仕組織として申請し、日本での記念切手の重要性と

日本でロータリー活動がスタートして、この10月で

ともに、ロータリーをPRずる賢重な機会であること

100年を迎えることになります。その記念の年を祝

を訴えました。

うために、日本のロータリー100周年実行委員会で

対応で多くの職員が在宅勤務を強いられる中、今回は

は、

100周年記念

特例として承認をいただきました。このように大変な

ピンバッジの作製、話念式典の検討などを進めており

プロセスを経て、ようやく完成した記念切手。ロータ

ます。その一環として、このたび、特殊切手(諦念切

リーをご存じない方にも選んでもらえるような、楽し

手)

くかわいらしいデザインですので、お気に召していた

100周年の鐘の各地区への寄贈、

「日本のロータリー100周年」を発行することに

だければ大変うれしく思います。

なりました。

本来、記念切手発行には約3年の準備期間が必要
になりますが、全国のロータリアンのご緑とご尽力をい
ただき、

R量本部も新型コロナウイルス感染症

1年弱という異例の早さでの発行となりました。

改めて関係の皆さまにお礼を申し上げます,発行に当た
り、今回の記念切手についてご説明いたします。

ロータリーの公共イメージ・認知度向上の
ツールとしてご活用ください
今回の諦念切手は84円切手(1シート10枚)で、

50万シートが発行されます。この発行数は、全国の
ガバナー事務所にアンケートを取り決定をいたしまし

楽しく、かわいらしく、

ひと目で活動分野が分かるデザインです
ロータリーの活動を多くの人に知っていただくこと

た。もし、全部の切手が使用されれば500万人以上
の方々に、ロータリー活動に触れていただくことがで

きます。ぜひ、会社や個人でもお買い求めいただき、

を軸に、国際ロータリー(RI)の6つの重点分野

ご活用ください。

のうちの5つ「平和構築と紛争予防」「疾病予防と治療」

ンは何のマーク?」「何しているの?」と聞かれました

「水と衛生」

「基本的教育と識字率向上」

ら、しっかりご説明をしていただきたいと思います。日

のアイコンを活用することとしました。また、日本独

本のロータリー100周年の節目に、より多くの方々に

自の「ロータリー米山記念奨学会」のロゴもシートに

ロータリー活動への興味を持っていただくことを願い

加えました。

つつ、皆ざまには切手のご購入をお願いする次第です。

「母子の健康」

「ロータリーつて何?」「このアイコ

ところが、ロータリーの公式ロゴの使用方法のアレ
ンジも生じ、

R

I日本事務局にはデザインの認可を本

部からもらうために、大変な労力をお掛けすることと
なりました。

100周年実行委員会組織を多地区合同

【詳細】

切手名称:特殊切手「日本のロータリー100周年」
発行日:2020年9月18日(金)

販売場所:全国の郵便局など
郵便局のネットショップ(9月18日以降)

銀座郵便局での郵便振替による通信販売
※発行日

討幕籠薔鐸築

信日付印)

リます

令和2年

9月号

輩誓書

*

2020年7月よりローダ)-の重点分野は

「環境の保全」が加わり7つになりました

ロータiノーの友
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さあ、扉を開けて、バーチャルロータリー研究会へ!
ロータリー研究会組織委員長

辰野克彦国際ロータリー(R

I)理事の招集による第

49回ロータリー研究会は、新型コロナウイルス感染拡
大の影響により、

11月25日(一日のみ)、オンライン

はか、

服部

陽子

K.R.ラビンドランロータリー財団管理委員長

のビデオメッセージもお届けする予定です。
̀̀顔を合わせて集うことの素晴らしさ

は、ロータリア

上でのバーチャル開催とすることを決定いたしました。

ンが長年共有し、実感してきた価値観です。今後も変わ

組織委員会では、ロータリー研究会をバーチャルで行

ることのないロータリーの良さがそこにありますが、今

うことは、研究会の新たな形を探り、将来の選択肢を増

は、「今できること」をしてまいりましょう。オンライン上

やすことへの挑戦であると考え、前向きに取り組んでお

での会合にはこれまでなじみがないという方もいらっ

ります。バーチャルだからこそできることを最大限に生

しゃると思いますが、どうぞこの機会に一歩足を踏み入

かした研究会にしたいと思います。出席者の皆さまに

れていただきたく思います。皆さまのご登録をお待ちし

とっても、コロナ脅威の見えない中、移動する不安が解

ております。

(2018葛19年度

第2750地区ガバナー)

消されて、多くの方が出席しやすくなるかと思います。
また、今回は登録料も無料とさせていただきます。
第1部のディスカッションでは、

「新型コロナウイル

ス感染拡大の影響で大きな変化を余儀なくされたこの時
代にあって、ロータリーはその変化をどう受け止め、ロー

タリーの目指すビジョンとどう融合させていくのか」を
考えてみたいと思います。
第2部では「クナーク会長と語ろう」と題し、ホルガ一・

クナークR重会長にドイツからライブ出演していただく

*登録資格者は『ロータリー章典』上、

「元R

I会長、、元・現・

次期R i理事、元・現・次期ガバナー、およびこれらの方々
のゲスト」ですが、ガバナーノミニー、ガバナーノミ二一・

デジグネート、ならびにガバナー補佐(現・元・次期)の皆
ざまや地区委員長などのシニアリーダーの皆ざまも、ご希望
がございましたら、招集者理事のゲストとして参加が可能で
す。第2部はクラブ会長、ローターアクトクラブ会長も参
加できます。
*登録などの詳細につきましては、各地区ガバナー事務所へお
問い合わせください。

「日本のロータリー100周年を祝う会」式典・祝賀会開催について
日本のロータリー100周年を祝う会・日本のロータリー100周年実行委貴会事務局長

新型コロナウイルスの感

の判断により、現下の状況に鑑み、

染拡大が再度、全国的に広

延期開催することとなりました。

水野

功

11月の開催は避け、

がりつつある中、各地区・

2020-21年度内が100周年を祝う年度と考え、現

クラブにおかれましても運

段階では来年5月(日時は未確定)に、会場は当初の

営など、対応に苦慮されて

企画通り、東京都港区のザ・プリンスパークタワー東京

いるものと拝察いたしま

にて開催できるよう、ホテル側と鋭意交渉中です。一方

す。また、この7月には

で、感染拡大の状況によりましては、ビデオメッセージ、

全国各地において、記録的な豪雨による被害が続き、不

バーチャルでの開催も視野に入れて、準備を進めてまい

幸にして犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げ

ります。

ます。一刻も早く復旧、復興されますことを心から念じ
ております。
さて、

千・辰野両委員長をはじめ各委員は、できる限り多
くの会員の方々とFacetoFaceで「日本のロータリー

11月24日に1,000大規模で開催を予定して

100周年」をお祝いしだいと考え、このような延期の

おりました「日本のロータリー100周年を祝う会」記

決定になりましたことを、

念式典・祝賀会につきまして、日本のロータリー100

お借りしてご報告申し上げます。諸事情をご賢察のうえ、

周年を祝う会委員長の千玄室氏ならびにR

ご理解とご協力のほど重ねてお願い申し上げます。

I理事・日本

のロータリー100周年実行委員会委員長の辰野克彦氏
44
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NEW

縁あってローダノーに触れた若者た

GENERA丁ION

ことに挑戦しているのでしょうが。

の地の伝統的水稲耕作を復

喰」の面白さを発見!
元インターアクター

ち。彼らはいま、何を思い、どんな

活させるプロジェクトにも

小林

寧巴

携わりました。地域の方が
喜んでくれることにやりが

私が所属していたクラブでは、国際交流・社会福祉ボ

いを感じ これがきっかけ

ランティア活動・地域交流の3つの活動を行っていまし

で将来は「食」を通して人

た。当初は国際交流に興味があり、

の健康づくりをサポートし

「海外に行ってみたい、

留学してみたい」という気持ちから入部しました。

その間、国際交流の機会もたくさんありましたが、そ
れ以上に地域のための活動に参加する機会が多くありま

だいと思うようになりまし
た。

そこで今年から、管理栄

した。例えば、地域の子どもたちを対象にした英語教室

義士の資格が取れる県内の大学に進学しました。今は栄

を開いたり、地域に伝わる昔話を人形劇にして発表した

養学の基礎を学んでいますが、将来は地元の医療機関で

り、地域の魅力をPRするフリーペーパー(情報誌)を

活躍できる管理栄養士になりたいと思っています。イン

発行するなど、身近なところで誰かのためになる活動で

ターアクトの活動は終えても、奉仕の精神は忘れずに、

す。

今後の人生に生かしていきたいと思っています。

その中で私が特に興味を持ったのが「食」に関する活
動で、地元の特産品を使って学校の最寄り駅の駅弁を考

長野県長野市在住。松本大学人間健康学部健康栄養学科1年生。
長野女子高校I

A

C元金貴。趣味は音楽を聴くこと。

案・販売して地域活性化を図ったり、今はなくなったこ

挑戦と発信で未来を明るく
ローターアクター

森本

信成

んどです。しかし、そんなことは世の中では知られてお
らず、イメージが先行してしまい、運転手を担う若い人
材が集まりません。

私は、この業界のあしきイメージを変えるために挑戦
私の職業はトラック

していきたいです。具体的にはS

N

Sを通じた発信をし

運転手ですが、そう聞

て、現状を知ってもらおうと思います。

いて良いイメージを抱

はクラブ会長時のテーマでもありました。

く方はあまりいないよ

「挑戦と発信」

トラック運送は国内輸送貨物の90%を占める、まさ

うです。毎朝、日が昇

に国の基幹産業にもかかわらず、若い人材が集まらない

る前に起床し、当日配

危機的状況です。これからの日本は生産年齢人口が減っ

送する荷物を積み込

ていきます。だからこそ、今の私たち若者がこれからの

み、現場に向かいます。

日本の物流を担っていかないといけません。物流は経済

長距離の運転を経て、複数の現場で積み下ろしが終わり、

の血管です。日本の緩満を担う、若きたくさんの仲間た

家に帰る頃にはすっかり夕日が落ちる時間……。

ちと共に仕事ができる、そんな明るい未来を夢見て、今

悲しいことに、日本のどこかにはこの業界の疲弊した

日も荷物を載せて安全運転に励みます。

現場があるのも事実です。しかし、今は働き方改革によ

東京都江戸川区出身。東亜物流(株)勤務。東京東江戸/iiR

る規制強化や、荷主の理解、技術の進歩により、世の中

会員。

のイメージとは随分と違った環境で働いている人がほと

A

C

2019-20年度第2580地区ローターアクト地区代表。趣味

は、自宅でのD

I

Y。

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

令和2年

9月号

ロータリーの友

4う

今月は数狸。ロータリーのことはよく分からない、とい

バスIしを解いて、ロータil-を学ぼうI

う人もご心配なく。パズルは一般的な問題で、ご家族の方
と-緒に楽しめます。

細。。

さて、今回の答えは、ロータリーの何の数字になるでしょ

うか。ロータリーのこと、ちょっとずつ学ぼう。
パズル制作/ニコリ

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

(ゼロ)は使いません。

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

6

「

7

2

1

4

3
4

□
8

6

3

3

9

2

4

1

7

7

3

9
5

6

1

□

6

2つの二重枠のマスに入った数字を合計した
数字をお答えください

4

園[]
◆パズルdeロータリー応募方法◆

郵送での応募は郵便はがきに、

①

「9

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、

〒

毎月与人に
『ローダノーの友』ロゴ入り

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)に転載させていただくことがあります。会員以外のご
応募も大歓迎です。
WEB応募は下記のURL、または右の2次元コードから。
rotary-nO-tOmO

◆締め切り◆
●パズルdeロータリー(5
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ロータリーの友

105-0011東京都港区芝公園2-6-15黒繕芝公園ビル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、

・

j

p/puzzle.php

2020年10月12日(月)必着

6月合併号)の答えと当選者は、横組みP53に掲載しています,

2020

VO」.68
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"ロータリーのラーニングセン

訂しました。

ターから地区のレポートにアク

セスすることを地区ガバナーに

プログラム・表彰関連

奨励しました。

理事会は、

〃クラブ訪問の一部をオンライン

・環境という新しい重点分野を設け

国際ロータリー理事会の決定事項

で行うことを地区ガバナーに奨

るという理事会からの要請を受け

2020年6月

励しました。

入れて7つ目の重点分野の追加を

国際ロータリー(RI)理事会は、

"事務総長に以下を要請しました。

2020年6月8日ならびに23へ26

o

全会一致で同意した管理委員会に、

オンラインでのクラブ訪問に

感謝の意を示しました。

日にビデオ会議を通じて会合を行いま

おける経験について、少なく

した。これらの会合で、理事会は14

とも50の地区の評価を実施

う新たなプログラムのカテゴリー

する。

を設立しました。これは、複数の

オンライン会合の運営と

地域および/または人口において

の委員会報告を確認し、

50の決定を

行いました。

○

・

「ロータリー推奨プログラム」とい

積極的な参加についてMy

成果を実証している、データに基

クラブ・地区関連

ROTARYにリソースを掲載

づいた、地域を基盤としたプロジェ

理事会は、

する。

クトを認めることを目的としてい

2020年4月会合で理事会が創設し

・特定のイベントにおいて募金を目

たパンデミック(感染爆発)対応

的に限定版のアルコール製品を販

・新型コロナウイルスの世界的パン

タスクフォースからの報告を審査

売することに関心のあるクラブや

デミックへの対応として、ロータ

し、

地区の希望に沿うため、方針を改

リー青少年交換に特化したいくつ

・

ます。

厚な深煎りコーヒーやあっさりしたフ

ルーティーなコーヒーを楽しむのも、

ちょっと一息

ただ一服しているわけではありませ
2021年6月12へ16日にロータ

Co倣うe。コーヒー販売により社会貢献

リー国際大会で台北を訪れる方は、眠

をする会社として知られています。最

らない街に驚かれるかもしれません。

近人気が出てきたYABOO

ちょっと一息つきたいときには、台北

煎りで、また違った味わいが楽しめま

で人気の2大擬飲料、タピオカミ

す。

ルクティーとコーヒーで休憩しましょ

ん。地元の文化を味わっているのです。
-HANK

SARTiN

Cafeは浅

タピオカドリンクを楽しむのも、濃

2021年台北国際大会の

参加登録はこちら
COnVention.rota「y,orglja

う。

台湾はタピオカミルクティーの発祥

地として知られています。タピオカ粉

でできたパール(粒)入りのミルク
ティーを極太ストローで飲む、あのお

いしいドリンクです。タピオカパール
のもちもちした食感も楽しめます。ド

リンクショップはメニューも豊富で、
独自のドリンクを出している店も多い
ので、

1つだけ、と言わずいろいろな

お店にトライしてみてください。

台北ではコーヒーも大人気です。
コーヒーブームの先駆者である魅鍋創

排は深煎りローストで有名で、関渡美
術館や国家両庁院などで提供されてい
ます。一方、街を象徴する超高層ビル、
台北101に入っているのはIMPCT
令和2年

9月号

ロータリーの友

47

することを決定しました。

かのガイドラインを採択しました。

いう理事会の以前の決定を認識し

この中で、地区に以下のことを奨

つつ、ガバナーエレクトとクラブ

励しています。

会長エレクトは、直接顔を合わせ

認しました。内訳は、収入が1億

パンデミックの影響を受けてい

る、またはバーチャルのG

2,348万3,000ドル、運営費が1

る、または今後受ける可能性の

または会長エレクト研修セミナー

億2,069万4,000ドル、

ある国で現在青少年交換に参加

(PETS)あるいはメークアップ

金の使用が91万3,000ドル、国際

している学生の帰国を、それが

の研修に出席することが義務付け

大会準備金の使用が100万ドルと

可能であり、安全に行えると判

られていることを確認しました。

なり、収入、

断し次第すぐに調整する。

さらに、ガバナーノミニーがそれ

準備金が経費よりも470万2,000

21年度の長期交換を任

ぞれのガバナーノミニー研修セミ

ドル上回っています。

意で一時休止する(ただし、地区

ナーに出席することが奨励されて

は、

RIウェブサイトの「青少

いることを再確認しました(ただ

ログラム予算の9,326万5,000ド

年交換」のページ(w.ro競Ⅱy

し、この研修が直接顔を合わせる

ルを承認しました。

"

2020

-

T

S

・

2020葛21年度R

I運営予算を承

R

I予備

R量予備金、国際大会

2020-21年度ロータリー財団プ

a/rotary-and-COrOnaVirus-

形式で提供される場合で、参加者

・新型コロナウイルスのパンデミッ

impact-frequently-aSked-

が出席したくないと感じている場

クに対応するプロジェクトをロー

questiom#youtlLeXchange)に

合、理事会は参加者が研修を受け

タリアンが実施していることによ

記載されている安全策に従うこ

るための代替の方法を模索するこ

り、ロータリー財団災害救援基金が

とを奨励しました)。

底をついたことに言及し、災害救援

Org/j

とを条件に、

2020年10月1日

S,そのほかの

基金に資金を充てることで、財団に

研修会合の主催者が、直接顔を合

提出された残りの107件の申請を

〃本来であればロータリー青少年

わせるこれらの研修に出席したく

補うことに同意しました。

交換に参加していた若者がオン

ないと感じる参加者のために、メー

・ロータリーの多様性、公平さ、開放

ラインの交換またはほかのロー

クアップとなるバーチャル研修を

性に関する方針へのコミットメン

タリー青少年プログラムに参加

提供する責任を有することに同意

トを再確認するとともに、この方針

するよう、奨励する。

しました。

を実施するための継続した行動計

から短期交換を、

2021年1月か

.

ら長期交換を再開できる)。

・

E

・

2021へ23年のポリオプラスのコ

・

G

E

T

S、

P

ET

画を立てるため、

2021年国際協議会を直接顔を合わ

ミュニケーションにおける経費と

せる形式で実施するか、バーチャ

して総額200万ドルを承認しまし

ルで実施するかについての決定は、

た。

2020年10月理事会で行うことに

-My

同意しました。

運営・財務関連

・直接顔を合わせる(またはロータ

理事会は、

Rotaryより抜粋

ロータリーショーケースの新着情報:

プロジェクトのパートナーを
見つける

会合関連
理事会は、

7月に理事会が特

別会合を開くことに同憲しました。

R

Iウェブサイト上の活動報告桐

リー研究会と合同で開催する)こと

・ロータリーの新しい構造モデルの

「ロータリーショーケース」が2012

が予定されていた2020年ガバナー

可能性についての話し合いを、ロー

年に開始されて以来、何千ものロータ

エレクト研修セミナー(GET

タリーの未来形成委員会と協力し

リークラブとローターアクトクラブが

て継続しました。

プロジェクトを掲載してきました。こ

S)

とガバナーノミニー研修セミナー
が開催予定日の前の少なくとも60

・

の度、ショーケースがもっと使いやす

2021年1月号またはそれ以前か

日以内にキャンセルされた場合、

ら、

Iの機関紙の名称を『The

くなる新しい機能が追加されました。

ロータリーが相応のキャンセル料

Rotarian』から『Rotary』に変更

クラブは今後、計画中のプロジェク

R

を招集者に支払うことに同意しま
した。

・新型コロナウイルスの流行のため
2019

出席したくないと感じるいかなる

掲載ウェブサイト:GPE

i

ロータリー参加者に対しても、直接

(世界ポリオ根絶推進活動)

顔を合わせる会合や行事への出席

http://poIioeradi⊂ation.o「g/poIio-

today/polio-nOW/th

が義務づけられないものとすると

is-Weekl

2020年

常

在

国

パキスタン
アフガニスタン
ナイジェリア
世界合計
R
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1月1日˜

2018 2017

7月21日

与8

147

12

8

29

29

21

14

0

0

0

0

87

176

33

22

i日本事務局財団室NEWS2020年8月号から
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三園
因
￣̲三〇にニ
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>

-重三一 鍬了
∴票音● ●∞項画調季′調賀●蘭つi重○〔鼻

臆

下を掲載し、パートナーを探すことが

膏
/

できます。プロジェクトの詳細を掲載

日々の選択が平和をもたらす

したり、資金や物品の支援を募ること

ができるなど、他のクラブとつながる
ことも可能です。支援プロジェクトを

探しているクラブは、計画中のプロ
ジェクトを探し、その作成者に直接連

絡を取ることができます。
詳しくは、ロータリーショーケース
(map.rotary.org/ja/prQject/pages/

今後のR

草とフランス軍は、叫べば声黙聞こえ
るほどのところでドイツ軍と対時して
いました。ローマ教皇はクリスマス休
戦を訴え掛けましたが、戦いは続きま
した。

しかしクリスマスイブに、イギリス

Prqiect̲Showcase.aspx)へ。
-My

言畿荒っ三㍍葦莞霊

Rotary

l国際大会

2021年6月12へ16日

台湾・台北
(以下予定)

2022年6月4へ8日

アメリカ・ヒューストン

統計
全世界ロータリアン総数
1,181,103人

イギリス兵!」と叫ぶと、

「イギリス

インターアクト会員数342,953人
クラブ数14,911クラブ

国と地域150以上
2020年7月15日現在

極的平和を推進する方法をロータリア
ンが学ぶことができます。
ロータリー財団のあらゆるレベルに

休戦は2日しか続かず、兵士たち
はそれぞれの陣の塾壕に戻り、それか

ら4年近く続くことになる殺し合い
を再開したのです。しかし、このクリ
スマス休戦のエピソードは、私たちが
受け入れれば平和は可能であることを

1964年にノーベル平和賞を受賞し

たマーティン・ルーサー・キング・ジュ

ニアは、受賞スピーチでこう語ってい
ます。

す。識字率向上プロジェクトは、子ど
もたちが読み書きを覚える平等な機会

を得られるように援助することで、何
らかの問題で敵対する人々もお互いに
理解できるようにします。きれいな水
を提供する財団の補助金プロジェクト
では、子どもたちが水を運ぶのに何時
間も費やす代わりに学校に通えるよう
にすることで、地域社会が安定性を得
られるようにします。
パートナーシップや補助金だけでな

く、心、知性、労力を提供することで
よりよい世界をつくるための尽力がな

される中、積極的平和を推進する市民
社会のリーダーとして、私たちの役割
は今後も拡大していくことでしょう。

「戦争の否定というネガティブ

口鱒。m。j。 な面だけでなく、平和の肯定というポ
ジティブな面にも力を入れていかなけ
9月号

おいて、積極的平和が浸透していま

K.R.

RAViNDRAN

2020-21年度ローダノー財団管理委員長

ロータリーの友

49

uO誓書o羊﹂主uO焉﹂︺S圭一

教えてくれます。平和が数日間続けら
れるのなら、数カ月、数年続けられる
ことも可能ではないでしょうか。その
ためには、まずどうやって紛争を予防

することができるでしょうか。

令和2年

EP)と

たちは本当に休戦なのだと確信しま
す。クリスマスキャロルを歌い、母国
から送られてきた物品やウイスキーを

した。

国と地域160以上

ません。経済平和研究所(I

のパートナーシップを通じ 無料のオ
ンラインコース「ロータリー積極的平
和アカデミー」が開設されています。
財団補助金プロジェクトを含む草の根
レベルのあらゆるプロジェクトで、積

地区数523地区

クラブ数10,698クラブ

至るまで、正義と平和を訴えて街を練
り歩いた人々への答えなのです。
「積極的平和」は、世界中のロータ

兵よ、出てきて共に祝おう!」とさら
に呼び掛けました。
両軍の兵士たちは塾壕の胸壁をじり
じり乗り越えて姿を現し、中間地帯へ
と歩を進めました。程なくして、兵士

交換し合い、サッカーの親善試合も始
まるなど 兵士たちは楽しく交流しま

ローターアクト会員数177,330人

積極的平和により、この社会の構造
や政策、日常的な言動が、あらゆるレ
ベルで正義を促進し、平和的な共存を
守ります。それこそ、今年、アメリカ
のミネアポリスからフランスのパリに

車の前線にいた兵士たちは思いがけな
いものを耳にします。砲撃ではなく、 リー平和センターで研究されている、
歌声が聞こえてきたのです。そして、 ロータリー平和フェローにとっての学
あるドイツ兵が「メリークリスマス、 術的なコンセプトというだけではあり

クラブ数36,169クラブ

国と地域200以上

ればなりません」

地区別クラブ数・会員数一覧表
(2020年6月末現在)

圏開国日田

19年6月末

会員数

67

2,206

2,247

第2510地区

70

2,520

2,592

第2520地区

77

2,163

2,196

第2530地区

64

2,203

2,322

第2540地区

42

1,140

1,119

第2550地区

48

1,703

1,729

第2560地区

56

2,070

2,048

会員数:47人

第2800地区

49

1,531

1,564

例会日:金12:30

第2830地区

41

1,110

1,168

例会揚:備前焼伝統産業会館

第2570地区

50

1,511

1,619

第2580地区

70

2,870

2,990

第2590地区

55

1,928

1,997

第2600地区

53

1.904

1,947

〒

705-8558備前市束片上230

備前商工会議所内
会長:中村誠意

幹事:石原伊和郎

Bグループ

を引いた数です)

ガバナー月信より

2020年6月30日承認

事務所:

第2750地区のP

ラブ数・会員数は、

柳PB

第2500地区

クガノ

・岡山県)

日本のロータリー
会員概数 85,243人
クラブ数 2.238
(左の表中34地区合計から、

会員数

2

新クラブ(既存クラブの合併)
備前(2690

RC数

地区

ループ9RC267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PBグルー
プを引いた数。

P

19年6月末

Bグループ9RC会員数

264人。

地区会貝数億正
号横組みP47

本誌8月

(5月分月末)

第2610地区

64

2,551

2,616

第2620地区

77

2.860

2,935

地区合計会員数:

第2750地区

97

4.644

4,733

表外とP6「日本のロータ

第2760地区

85

4,746

4,817

第2770地区

74

2,422

2,522

第2780地区

66

2,278

2,372

第2790地区

82

2,727

2,777

承認:2020年6月24日

第2820地区

55

1,903

1,986

草津→草津温泉(2840

第2840地区

45

2,081

2,100

第2630地区

74

3,089

3,189

第2640地区

67

1,734

1,808

第2650地区

96

4,430

4,550

第2660地区

80

3,554

3,577

第2670地区

74

2,924

3,005

第2680地区

71

2,659

2,753

*備前RCと赤磐RCが合併。加盟認

証日は、元の備前RCの加盟日を保持
した1972年6月30日です。

名称変更
新井→新井妙高(2与60

・新潟県)

・群馬県)

承認:2020年7月15日
本渡→天草(2720

・熊本県)

承認:2020年7月1日

◆お知らせ

堺東南(2640・大阪府)

RCが6月25日付で、石巻(2520・

65

2,982

3,019

第2700地区

61

3,074

3,144

みゆき野飯山(2600・長野県)、塩山

第2710地区

73

3,158

3,294

・

第2720地区

75

2,374

2,435

山梨県)、東京世田谷中央(2750・東

第2730地区

68

2,351

2,414

京都)、潮来(2820・茨城県)、各務

第2740地区

原中央(2630・岐阜県)

30日付で、

34地区合計

RCが6月

34

88,428人、

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、
械組みP

51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。

第2690地区

・山梨県)、山梨中央(2620

2840・2,133人、

リー」最終行会員数88,159

宮城県)、いわき鹿島(2530・福島県)、

(2620

表中、

56
2,247

2,110

2,215

85,510

87,799

*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。

R賞から脱会しました。

tトラリーの急10胴主要記事予定
横組み

『友』月間のためにご活用を

特集

『ロータリーの友手引書』

地域社会の経済発展月間

米山月間

災害から立ち上がる

Rotary

縦組み 地域と共に歩む綬営

『ロータリーの友手引書』は、友ウ

(株)セイコーマート代表取締役会長

この人訪ねて

ェブサイト(w.rotary-nO-tOmO.

丸谷智保

佐々木義朗さん(千歳RC)

jp)からダウンロードできます。紙媒

体のものは、今年も本誌8月号と一
緒に1冊、お送りいたしました。ぜひ、

9月のロータリーの友月間卓話資料に
ご活用ください。
50

ロータリーの友

ご投稿・お問い合わせは〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15

一般社団法人ロータリーの友事務所

Tel.

黒龍芝公園ビル4階
03-3436-6651

Fax.

03̲3436̲5956

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www.rotary-nO-tOmOjp

之020

VO」.68
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需
ロータリーの長
9月号

之0章O年8月う1日印劇

ま0要0年9月1日素行

一般社団法人

員

辰野

克彦

(東京西)

野生司徳光

(東京小石川)

福原

(東京銀座)

有-

久保田英男
筒

イニー

(鎌倉)

(茨木)

監

事

長

渡辺

誠二

(横浜)

編集長

野崎

恭子

(姫路)

編

稲川やよい

集

(土浦南)

栗野

譲二

長平

(京都東)

山名

愛

清水

良夫

(横浜)

片山

主水

(名古屋東南)

田中

寛史

(盛岡)

村井籍一郎

(豊橋)

直尚

野生司義光

○社

貴

所

橋本

樫畑

ロータリーの左事務所

宏幸砺儲

篇68巻

蓮田団扇

月刊

国賊
(宇都宮北)

飯田亜由香

熊谷健太郎
管

理

冨澤

美子

半田

弥生

草野

淑美

(和歌山)

(東京小石川)

福原

有-

(東京銀座)

横山

武志

(東京北)

恵Iii

-成

(大官シティ)

羽田

伊助

(東京目黒)

野中

茂

津村

政男

(東京陸海東)

渡辺

誠二

(東京みなと)

野崎

恭子

宮嶋

康明

高野伊久男

(東京みなと)

三井住友銀行浜松町支店

振込銀行

口座番号(普通)

口座番号

郵便振替
印

7450015

00180-8-694与91

大日本印刷(株)

刷

半七写真印刷工業(株)

表紙印刷

(川崎)

-般社団法人ロータリーの左事麓所
〒10与-001

1

東京部活区芝公園2-6-15黒能芝公園ビル4階
(新千乗)
(横浜西)

電話

0う-3436-66与1

FAX

O3-34うら-与9与6

編集部メール

hensyu@rotary-nO-tOmO.jp

管理部メール

keiri@rOtary-nO-tOmO.jp

ウェブサイト

WWW.「Otary-nO-tOmo.jp

定価200円十消費税(送料別)

落丁本・乱丁本は一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。

令和2年

9月号

ロータリーの友

与1

★★

友愛の広場

・エッセーや海外クラブ訪問記、時局雑感など。
原稿:

写真:あれば添付

1,000字以内

ロータリー・アット・ワーク写真編

★★

情報もお待ちしています!
NEW

★

・ロータリーのプログラムに参加経験のある1030代の若い人(現役・学友)を紹介。推薦対象者(イ

・ロータリークラブ、地区、インターアクト・ローター

ンターアクター、ローターアクター、青少年交換

アクトクラブなどの奉仕活動を写真で紹介。活動後1

学生、財団奨学生、米山奨学生、ライラリアンな

カ月以内にご投稿ください。
原稿:

GENERAT10N

ど)について編集部へご一報を。編集部から直接、

150字程度(必ず活動日を入れてください)

当人へ原稿を依顕します。

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

★★

・紹介内容は写真編と同じ。活動後1カ月以内にご投

特集記事

・ロータリーの友ウェブサイトで特集誼事の情報を

募集することがありますので、ご確認ください。

稿ください。
原稿:600字以内

写真:あれば添付(記念撮影以外)

ロータリー俳壇・歌壇・柳壇
・

1カ月に1人はがき1枚に3句(首)まで。クラブ名・

お名前・電話番号を記入。メール投稿はお受けできま

・

『クラブ会報』

「卓話の泉」掲載用として、クラブの『週報』

『会

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

せん。

私の一冊

『クラブ週報』

紙のみ発行のクラブはご郵送ください。

★

・会員おすすめの本を紹介。一般的で、入手可能な市販

書籍(絶版、自費出版、投稿者と直接関係する書籍以
外)でお願いします。

※投稿原稿は編集部内でリライト、編集させていただき
ます。規定字数を超える場合は編集させていただきま

原稿:320字以内。別に書籍名、著者名、出版社、発

す。また、ひらがな・漢字などは、

行年を付記してください。

-させていただきます。

私の宝物

※写真ならびに原稿は、友ウェブサイト、広報誌など、

★★

・家族、ペット、思い出の品、コレクションなどの宝物を

写真で紹介。

写真:宝物そのもののアップの写真
・

(-社)ロータリーの友事務所発行の出版物に掲載する

場合があります。

原稿:与0へ100字以内(宝物を説明してください)

パズルdeロータリー

『友』の表記に続

★★

3種類のパズル(クロスワード、数独、シークワーズ)

※掲載は、

(一社)ロータリーの友事務所理事会なら

びにロータリーの友編集部にご一任ください。誠に
勝手ながら、掲載・非掲載の連絡は差し上げていませ
んが、投稿後6カ月をめどにご判断ください。

を毎号順番に掲載。プレゼント応募の締め切りは発行
月翌月の10日。

投稿方法、その他規定は友ウェブサイトで!

内外よろず案内

口鱒。m。ィ。

・会員間の趣味の交換、催し物の案内など。
原稿:

200字以内。資料があればお送りください。

一般社団法人ロータリーの友事務所

声

★★

・

『友』誌についての感想・意見を紹介。発行月翌月の
10日が締め切り。

〒

105-0011東京都藩医芝公園2-6-15

黒龍芝公園ビル4階
Tel.

原稿:

03-3436-6651

Fax.

03-3436-5956

200字以内。対象記事を明記してください。
Eメールhensyu@rotary-nO-tOmOjp

★…友ウェブサイトから記入用紙をダウンロード可
★★〇・・友ウェブサイトの投稿フォームから投稿可
与2

ロータリーの友

ロータリーの友ウェブサイト投稿フォーム
WW.rOtary-nO-tOmOjp/fom.php
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表紙について
イラストレーター

五十嵐仁之

長い長い梅雨の到来。
体調を崩し、とうとう軽度のぎっくり腰。

体を整えて、コーヒーブレーク。

⑥

lGARASHl博oshi

「パズルdeロータリー」の答え
5・6月合併号の答え「173」

圏

(GPE

I)」のウェブサイトで毎週更新され、症例数が

5

4

1

2

③

7

6

9

8

6

9

3

8

1

4

2

5

7

8

2

7

6

9

5

1

4

3

1

6

5

4

7

8

3

2

9

9

8

2

3

6

1

4

7

5

カ

3

4

5

2

9

8

6

1

2018年の症例数は

4

1

9

7

8

6

5

3

2

33例(パキスタン12

3

5

8

9

4

2

7

1

6

応募総数135人 正解者129人
当選者(敬称略・順不同) /高田信一(原町中央RC)、東谷

例、アフガニスタン21

2

7

6

1

5

3

9

8

4

喬仲(伊勢RC)、尾原淑子(岡山南RC)、赤塚章(七飯RC)、

この数字は、

2019

年に全世界で発生した
野生株ポリオウイルス
による症例数の累計を

示しています(ただし
2020年2月4日現在)。

例)でしたが、

例まで順調に減少し続けていたため、

2017年の22

2019年の症例数に

落胆するロータリアンも多かっだかもしれません。特に
パキスタンでの症例が大幅に増えています。
世界のポリオ発生の状況は、

根絶のためには、引き続き世界中で啓発活動とワクチ
ン接種活動を続けていく必要があります。
*なお『ロータリーの友』では本号から「工バンストン便り」
でポリオの症例数を毎月掲載します(今月号はP48)。

見沢RC)、中島朱書(岐阜西RC)、今泉和蔵(郡山西北R
吉沢文雄(足利R

志戸本和孝(宮崎中央RC)、秋田均(諏訪湖RC)、中村健一
(塩尻北R

C)、山下義則(鹿島R

那中央RC)、川島雄輔(唐津RC)、西田孝司(交野RC)

「世界ポリオ根絶推進活動

◆解説◆
二眼を作るには黒のスペースが狭い。平凡に打っ
ていたのでは即死です。有無を言わせず黒1と打ち

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

ます。白は2の一手。白2で5は黒4でオイオトシ。

:

03-3288-8723

FAX

:

03-3261-与841

令和2年

9月号

C)、小林正樹(松本束RC)、

小IIi政満(八幡中央RC)、グェンティテユエツトニュン(伊

黒先生き(13の一)

丁と」

C)、

C)、僧建良(HYOGOロータリーEクラブ)、

白2と取らせたあと、黒3が生きる筋です。白4に

は黒5から7で、白は手も足も出せません。白4で
7は黒5、白a、黒1、白6、黒4で生きです。

10111213141516171819

一二三四五六七八

P46詰め碁の答え◆

POlioeradication.org

阪田昭(東京蒲田RC),上田邦彦(川西RC)、大塚義紀(岩

2019年

は2年ぶりに3ケタの発症となりました。

◆

報告されています。

ロータリーの友

与3

声-与・6月号の惑想

﹃友﹄を読んで︑﹁この原稿を書いた人にエールを送りたいー・﹂

﹁感動した﹂﹁知らなかった﹂などの感想︑﹃友﹄そのものに関

三戸RU

営間

大村

文人

視点

ガバナーのロータリー・モメ

︻対象記章︼

︻対象記事︼

俊明

︻対象記事︼

スピーチ◇元北海道教育委員会萎員・
鵡認性子鹿の﹁子どもの自立と地域課

4˜8)

二-トの総数が7

1万人にな

題を緒決できる対話力とは﹂(繊p

︻慰想︼

平出

茂樹

ると知りピックリ︒子育て中の親へ
の教育が必要かと思う︒愛する子た

ちのために︒浜松RC

︻対象記事︼

スピーチ◇元北海道教育委員会要員・
鶴羽佳子氏の﹁子どもの自立と地域課

︻感想︼加齢を言い訳に消極的になっ

4˜8)

題を解決できる対話力とは﹂(縫p

もう-・﹂を身をもって体感した︑生

八戸中央RC

新田

淳也

ている私︒無限の可能性を秘めた子
どもたち︑せめて彼らの健全育成の
涯忘れ得ぬ出来事でした︒
横浜南RU 石田

︻対象記事︼

︻対象記事︼

西村七兵衛

の欄も楽しみにしていま
京都南RU

﹁ロータリーの目的﹂を意識

東京品川RC

貝塚

口Iタリアンを目指します︒

克美

うにしたいと思いました︒魅力ある

でもこの﹁目的﹂について話せるよ

し︑会員ではない人たちにも︑いつ

︻感想︼

(縦p15˜16)

の﹁ロータリーの魅力を語り継ごう﹂

友愛の広場◇千歳RU・福田武男氏

口-タリーが世界各地でさ

(横p与2˜邦)

す︒

(横P61)

銘を受けました︒また︑﹁詰め将棋﹂

まざまな問題に取り組む様子に︑感

︻感想︼

世界中で清輝﹁世界を変える行動人﹂

で8回︒ee{a急昌aち雪d-君g〇〇回e

手助けができれば︑と思う︒

健二

テーマと共に︑あの時の感激がよみ
がえりました︒﹁ロータリーを楽し

会長席に座らせて︑一緒に記念撮影︒
浅木氏の詞事を読んで︑当時の会長

アーチャーR-会長(当時)︒私を

ず︑快く歓迎してくださったヒユー・

本部への突然の訪問にもかかわら

︻惑恕︼ 1989年9月のアメリカ
出張の折︑国際ロータリー(RI)

タリーを楽しもう!﹂(横p伸)

Ro丁ARY!〃 ロー

﹁

ント◇第2680地区・幾本幸雄氏の

鈴木

晴樹

各N○○Y

常葉・口-ターアクターに聞きまし

ローターアクター自身がど

南陽東RC

︻感想︼各地域の活動を知ることが
できた︒それにしても日本人1人当

仙)

特集・プラスチックの昌(横P事0˜

︻対象記事︼

です︒

金出して︑宣伝に協力して︑とずう
ずうしく頼むくらいでいいと思うの

タリークラブを利用してやる﹂ぐら
いの積極性を見せて︑手伝って︑お

員は増えないでしょう︒もっと﹁ロー

力も弱いように思われ︑これでは会

要です︒一方で︑フェイスブックな
どを見ると︑ローターアクトの訴求

ついては︑彼らから学ぶ謙虚さが必

べきです︒また︑ウェブ上の交流に

過ぎるといった声には率直に反省す

リアンは口-ターアクタIを下に見
ている︑ロータリーは形式を意識し

とが幾つか読み取れました︒口-タ

う思っているのか︑懸念していたこ

︻感想︼

た(槙p2事˜馨

するご意見などを紹介します︒

鎌倉RC

取り組むべきだと思いました︒

︻対象記事︼

難しいが︑多くの人が自分の問題と

なり︑やがて人体に悪影響を及ぼす
現実を知った︒一人の力では改善が

︻感想︼人間には便利な物がごみと

仙)

特集・プラスチックの買(横p30˜

青海

てなかった状況を振り返り︑真剣に

せられまし た ︒ 3 カ 月 弱 ︑ 会 合 が 持

︻感想︼オンライン会議は必要とす
る地域だけが取り入れるべき方法か
と思ってい ま し た が ︑ 新 型 コ ロ ナ 感
染症対策が全国規模で行われる今︑
全国的に必要な方法であると痛感さ

P20˜撹)

るとき◇オンライン会譲のススメ(橋

特集・ロータリーの適応性が賦きれ

︻対象記事︼

感想

捉えれば︑良い方向に向かうと思う︒

市川

驚くばかりで

たりのプラ廃棄量が年間約32㌔㌘
長野北東RC

(世界第2位)とは?

ある︒

●奉文200字以内︒本文とは別に︑対象記事名(例⁚○月号﹁友愛の広場﹂︑○○さんの記事)と
お名前︑クラブ名︑連指先を付記しお送りください︒詳細は投稿規定または守左上ウェブサイトで!
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2020

ロータリーの友

与4〈二重司

与・6月号の

ロータリーアットワーク

しまうので︑松山市の道の駅●風和劃

0人ほどで︑折からの小雨

近くの海岸で3月28日︑三原英人会長
(当時)他1

降る中﹁寒い︑寒い﹂と言いながら行っ
た︒

江崎先生らが植えてくれていた苗に

支柱を立てたり︑前年までに植えた黒
松の枝打ちもした︒海岸の植樹は︑最
初は1㍍ほどの間隔で苗を植える︒大
きくなると枯れる木があるため︑結果
的に立派な松林 に 育 つ ︒ 松 は 1 年 に 一

前になるまで7˜8年は面倒を見る必

予定でしたが︑新型コロナの影響で延

当初︑4月1

枝の間が(約1㍍)伸びるので︑一人
要がある︒植樹も苗を植えれば良いと

期となり︑年度末に関係者だけでの開

7日に移動例会として行う

いうものではなく︑その後の手入れが

催となりました︒

児童義護施設に自転車やパソコンを寄贈
7)年で︑戦後の食

た︑至誠学園の前身・至誠学舎の創立

営が厳しくなっているとのこと︒ま

した︒最近は職員不足でますます運

てこられた高橋利一氏に話を伺いま

長年にわたり地元で児童養護に携わっ

当日は至誠学園名誉学園長であり︑

大切である︒

児童善護施設に
自転車やパソコンなど寄贈
東京立川ロータリークラブ
第27与0地区・東京都

(昭和1

料不足の時代は農家を回って食料を集

は1942

事業として︑職 業 奉 仕 ・ 社 会 奉 仕 ・ 青

め︑畑を耕作して野菜をつくり︑私財

6月9日︑クラブ創立00周年の記念

少年奉仕の2委 員 会 合 同 で ︑ 立 川 市 内

を投げ打って利他のため尽くしたこと

われわれが﹁奉仕﹂という言葉を使

の児童養護施設・至誠学園に︑通学用

く 使 わ れ る パ ソコン4台︑さらに子ど

うことが恥ずかしく思えるほど︑児童

を知りました︒

も た ち に 事 前 に描いてもらった絵画を

養護の世界に尽くす強い意志を感じま

自 転 車 3 台 と ︑学校の授業でも最近よ

パネルにして寄 贈 し ま し た ︒ 贈 呈 式 は

した︒われわれも地域のロータリーク

ラブとして︑学園の今後を引き続き見
守りたいと思います︒

1日︑ベトナム南部で活動して

第2690地区・岡山県

岡山東ロータリークラブ

ベトナムで
笑顔と輝き育成事業

与月3

いる米山学友8人と共に﹁ベトナム孤

施しました︒児童福祉施設への支援事

速︑女の子がベトナム語の歌を披露し

力-は歌の練習に利用するようで︑早

児院児童の笑顔と輝き育成事業﹂を実

業ですが︑新型コロナウイルスの感染

てくれました︒

8人が暮らしていました︒こ

最後はミンタム孤児院へ︒寺院に併

防止措置に伴い︑外国人の入国が停止

されていたため︑クラブからは現地在

設ざれ︑1

こには2018-19年度に図書を

留中の安藤究真会員が参加しました︒

最初は︑先天性脳機能障害児を含む

贈っており︑今回の訪問では麺料理を
˜1

らはテレビと日本の絵本を︑米山学友

振る舞っていただきました︒クラブか

が︑約半数は歩くことも話すこともで

はウオーターサーバーと生活必需品

8歳の約00人が入所していました

きないそうです︒クラブからはウオー

を︑それぞれ寄贈しました︒

子どもたちを審議している施設へ︒6

ターサーバー2台を︑米山学友は生活

ピーカー︑日本の絵本(翻訳済み) を

そこではクラブからベッド4台とス

の子ども22人を養護している施設へ︒

次に骨形成不全症(骨の先天性疾患)

贈呈式に出席し︑超我の奉仕の精神を︑

た安藤会員はバイクで重い本を運び︑

た︒特に移動制限で帰国できなくなっ

米山学友の力を借りて活動ができまし

できることをやりましょう﹂と決断︑

﹁人々の心が沈んでいるときこそ︑

寄贈しました︒子どもたちは絵本に飛

私たちに示してくれました︒

必需品を︑それぞれ寄贈しました︒

訪れた児童福祉施設で子どもたちと交流

び付き︑熱心に読んでいました︒スピI

〈囲う与

ロータリーの友

9月号

令和2年

WORK
RO丁ARYAT
二、

ロータリーアットワーク

ただし︑昨年度下期は︑新型コロナウ
イルスの影響によりクラブ例会を休会
とし︑その他の奉仕に関わる事業を全
て行うことができず︑会員同士もSN

S(会員制交流サイト)で交流する程
度になりました︒
そして与月14日︑感染者が徐々に減

少傾向となり︑政府の緊急事態宣言解
除に伴ってクラブ理事会で協議に協議
を重ねた結果︑清掃例会は屋外の活動
で3密(密閉・密集・密接) にもなり

づらいと判断し︑実施に至りました︒
清掃例会前日︑市内では雷が鳴り響
く豪雨とあって︑開催も危うく中止と
なりそうでしたが︑会員全員の思いが
通じたのか︑当日は雨も降らず︑屋外
の 活 動 と し て は白雪向のコンディション

みも少なくきれいでした︒心がほっと

の神様に一心に祈願︒すると︑翌年か

人たちは五穀豊穣と疫病退散をこの地

ら作物が実り︑病気も癒えたそうで︑

村人たちはお礼として神楽を奉納しま

した︒それが今に伝わる三作神楽の始

白砂青松の海岸を未来へ

松山口-タリークラブ

第2670地区・愛媛県

たわれた松林が広がっていた︒江戸時

当クラブでは2000年以来︑愛媛

(令和与)

年ま

(守政和浩・記)
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しました︒市民の優秀な公園利用のマ

ナーのたまものと言えます︒

公園内を約1時間にわたり清掃し︑
解散しました︒新型コロナウイルスに

その後︑現在に至るまで7年目ごと

代末期以降︑松は製塩のため︑まき用

瀬戸内海の沿岸には︑白砂青松とう

ちだと患います︒市民には3密を避け︑

に式年祭を開き︑7つの神社から神様

として伐採され︑さらに工場地帯の広

まりです︒

きれいになった公園を訪れて︑明るい

をお迎えして︑23の神楽舞を奉納して

がりに伴う煙害︑マックイムシによる

より︑釧路市民の気持ちも落ち込みが

気持ちになってもらえたらと思いまし

年には︑

した︒その神楽を伝える﹁三作神楽保

大学農学部の江崎次夫教授の協力を得

2)

存会﹂は三作の全世帯を会員として︑

て︑黒松の苗100本を近辺の海岸に

スの感染症拡大を恐れ︑毎年参加して

神楽を永久に伝承することを目的とし

2018年7月に︑三作神楽保存会

いた会員や家族︑ローターアクター︑

植えてきた︒今年は新型コロナウイル

の会長を招き︑同年に行った初の海外

ボーイスカウトらの参加は断ったが︑

て活動しています︒

(平成1

います︒2000

(早津壮史・記)

立ち枯れにより︑松原が減少した︒

た︒

国の重要無形民俗文化財に指定されま

1300年続く神楽
その衣装を保存会に寄贈
徳山ロータリークラブ

現在の周南市和田地区の望個では約

公演についての卓話をしていただきま

用意した苗は植えておかないと枯れて

第2710地区・山口県

1300年前︑大姉龍と疫病が発生し︑

した︒それを機にクラブとの交流が始

ればと願っています︒

として三作神楽が奉納されるようにな

ナウイルス感染症も退散し︑そのお礼

約1300年前と同じく︑新型コロ

で︑支援を続けることにしています︒

祭が行われる2023

を贈りました︒少なくとも︑次の式年

鬼役が身に着ける唐草模様の衣装1着

り︑今年は6月自白に白装束2着と︑

2018i19年度に縁談与本を贈

うということになりました︒

まり︑保存会の活動をもっと応援しよ

多くの死者を出しました︒そこで︑村

地域の伝統芸能を守るため、衣装などを寄贈

2020

ローダノーの友

与6〈団

となりました︒公園内は外出自粛中の
マナーが守られていたのか︑非常にご

小雨の降る中、黒松の苗を植樹

蟻醒惣鶏継競艶畠

ROTARYA丁WORK

3密を避けて清掃例会を開催

ロータリーアットワーク

R〇十ARYA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︒関連写真が
あれば添付してください︒

ている︒新型コロナウイルス感染症の

(高井初子・記)

収束を願い︑小規模なクラブでもでき
た︑活動の報告である︒

地域医療を守るために

奈良ロータリークラブ

第26与0地区・奈良県

4日に贈

当クラブは(一社)奈良県医師会に医
療用マスクを贈るため︑与月1

呈式を開き︑6月3日に納品しました︒

6月8日︑寄贈式会場で待っている

患者を受け入れるのは大病院ばかりで

す︒きっかけは開業医の先生からの話︒

を救う一助になればと決めた事業で

状況にあると聞き︑何とか地域の医療

弘匡会長

現状を知った次第です︒式典で花山院

対策にまだまだ不安を残す地域医療の

のマスコミが駆け付けました︒感染症

贈呈式には医療関係者はじめ︑多く

命を守る最前線の医療現場が危機的

新型コロナウイルスの感染拡大を受

と︑髪を振り乱し︑疲れた顔で現れた毛

なく︑まずは開業医のところに来る患

さまが︑まずご自分の命を守って安心

鷲諦神社の患部正孝宮司が準備する

け︑当クラブが地域に貢献できること

利会員︒軽トラックの荷台には約束通

者が多い一方で︑そこでは診察のため

して治療に専念してくだされば﹂ と

数 が す ぐ に は そろわないよ﹂﹁君が徹

締 役 社 長 ・ 毛 利彰氏のところへ︒﹁本

早速︑会員でもある隠岐酒造の代表取

用できません﹂と語りかけている︒ア

いお姫様が︑エタノール瓶を持ち﹁飲

とされる﹁アマビエ﹂を摸したかわい

江戸時代末期﹁肥後の国﹂に現れた

ことになった︒

はないかと意見を出し合った結果︑消

り与00本が積まれていた︒﹁申し訳

の医療用具が絶対的に不足しており︑

メッセージを伝えました︒

第2690地区・島根県

毒 液 に 代 用 で きる高濃度アルコール液

ない﹂と心の中で毛利会員にわびなが

このままでは医療崩壊を招きかねない

夜をすれば済むことだ﹂﹁6月8日の

マビ工とは疫病退散にご利益があると

閉院しなければならない︒その不安と

毎日闘っている﹂との切実な言葉を耳

にして︑何とか役に立ちたいと︑クラ

ブの緊急理事会で約420万円の支出

3密を避けて清掃例会

釧路南ロータリークラブ

第2500地区・北海道

6月与日︑釧路市の柳町公園にて会

主に新型コロナウイルスの感染者を受

委員会の主催で春と秋の2回︑釧路市

清掃例会は毎年︑クラブ環境青少年

2人で清掃例会を開きました︒

け入れている奈良市内の基幹病院を中

役所公園緑地課の指導を受け︑社会奉

員1

心に︑開業医に至るまで︑医師会を通

仕事業の一環として実施しています︒

地元の医師会を通じて医療用マスクを寄贈

じて分配してもらいました︒

を決め︑医療用マスク2万枚を購入︒

は﹁医療従事者の皆

を︑隠岐の島町長が代表を務める隠岐

ら取り出した瓶︒その機知に富んだラ

贈呈式までにはよろしく﹂などなど︒

いう妖怪︒このアマビエお姫様の消毒

(当時)

広域連合に寄贈することにした︒

そこは親しい会員同士︑笑顔で折衝︒

液で消毒すれば︑新型コロナウイルス

予算の都合もあり︑数は700本︒

戯れはさておき︑寄贈式までに最低で

も収束するかもしれない︒
当日は︑新聞各紙などの取材を受け︑

も高濃度アルコ ー ル 液 与 0 0 本 の 現 物
と ︑ 目 録 を 持 参することで意見がまと

クラブの広報にもつながったと自負し

﹁開業医がもし感染したら︑医院を

とのことでした︒

コロナ収束を願い、アマビエお姫桜の特注ラベル

ベルに︑ほほ笑みと感謝の念が湧いた︒

隠岐西郷ロータリークラブ

小さなクラブでできること

A丁WORK

まり︑目録は会員である隠岐国一宮・

〈ニ…田57

ロータリーの友

9月号

令和2年

総〇千ARY文翰

ロータリーアットワーク

(姫路西RC)

学校に除菌液を配布

菌液を1 0㍑ずつ配布︒次世代を

市内の子どもたちを新型コロナ
ウイルス感染症から守るため︑
小中学校など102校に向け︑
アルコールを含まず低刺激で安
全性が高いときれるPHMB除
担う子どもたちが︑元気に学校

生活を送ることができるよう
祈っている︒
(7月3日 第2680地区
兵庫県)

防災かまどベンチ
(福井南RC)

クラブ創立50周年記念事業の一

(6月23日

第26与0地区

環として︑地元小学校に﹁防災
かまどベンチ﹂を寄贈︒座板を
外すとコンロ台になり︑災害時
の煮炊きに利用できる︒思わぬ
自然災害が発生する昨今﹁備え
あれば憂いなし﹂︒子どもたち
への日頃の防災教育の一助にな
ることを願っている︒
福井県)

PSU横断幕を寄贈
(白石北RC)

月の創立う0周年記念式典が開け

新型コロナウイルスの影響で2

なかった代わりとして︑全国防
犯協会連合会から表彰を受けた

S

Cとは︑p〇二ne︑∽︹udeつ青︑

地元中学校に﹁PSC﹂ の文
字を配した横断幕を寄贈︒P
∩8pの﹁a︹一°つの頭文字を取った

1

0年前から始まったPSCをク

もので︑中学生が警察と連携し
て防犯活動を行う団体のこと︒

(6月26日

第2与20地区

ラブは長年支援してきた︒その
かいもあってか︑白石警察署管
内の少年の非行や補導の数は減
少を続けている︒
宮城県)

消防署にマスクカバー寄贈

(大阪フレンドRC)

クラブが﹁地方創生SDGS (持続
可能な開発目標)﹂として内閣府に
登録されたことを受け︑SDGS活
動のキックオフ記念事業として︑救
命救急講習会を毎年︑協同で行う大
阪市中央消防署にマスクカバー的枚
を寄贈︒マスクカバーは会貝企業が
製造しており︑繰り返し使用できる
として︑既に経済産業省からSDG
Sのコンセプトに合致する製品とし
て認められている︒危険な職務に当
たる救急隊員︑消防隊員に大変喜ん
でもらった︒
大阪
(6月24日 第2660地区

府)

ください︒記念写真(集合写真)は掲載できません︒

ロータリークラブ奉仕活動をカラ˜写真で紹介︒
写真と1与0宇程度の説明文︒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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2クラブ合同で
放課後児童クラブを支援
(郡上八幡RC/
郡上長良川RC)

2クラブ合同で︑新型コロナウ
イルスの影響で休校となった学
校に代わり︑子どもたちが集ま
る放課後児童クラブを支援︒郡
2カ所の放課後

2個を届けた︒

上市内にある1

(魚津RC)

公園でアジサイの手入れ
魚津市内の公園で︑恒例のアジサ
イとサツキの手入れを行った︒公

園には︑1985年にクラブ創

児童クラブを訪問し︑マスク

話を続けている︒今回は会員1 7人

立30周年を詞念して約2000
株を植樹した﹁さつきの園﹂と︑
2001年に地元の小学生と植え
た﹁あじさい園﹂があり︑毎年世

触式体温計1

第2630地区

山県)

が勇足 (せんてい) や施肥作業を
し︑草むしりに汗を流した︒
(6月1 2日 第2610地区
富

与000枚︑消毒液的㍑︑非接
(与月22日

岐阜県)

子どもたちに飲食店の
料理を提供
(大野RC)
6月20日︑大野市内の児童義謹施

設に夕食としてカツ丼とおでん︑

ロナウイルスの影響で休校とな

計う1食分を無償提供した︒新型コ

り︑外出を自粛している子どもた
ちのため︑施設内では食べられな
い市内飲食店からメニューを選ん
だ︒27日にはパンを提供したほか︑

福井県)

27˜28日にひとり親家庭にも計81

(第26与0地区

食分届けた︒

誌上例会を開催(熊本朋福祉RC)

新型コロナウイルスの影響で例会中止
が続く中︑﹁会員間のつながりを保ち︑
感想や近況を知りたい﹂と︑誌上例会
を開催︒会員の近況をまとめた﹃週報﹄
を会員の自宅や会社に送付した︒﹁せっ
せとマスクを手作り﹂ ﹁従業員のため︑
経営に集中﹂﹁孫の入学式が帽子と教科
書を渡しただけに﹂﹁畑や野原に行き︑
好きなことをしている﹂など︒〃3密〃
を避けながら自粛生活をする姿を︑互
いに垣間見ることができた︒
(与月1 2白 帯2720地区
熊本県)
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鯉城にー一シキゴイを放流
(広島陵北RC)

学生と地元飲食店を支援

弘前大学へ200万円を寄贈し
た︒これより︑新型コロナウイ

(弘前RC)

ルスの影響でアルバイト先を

創立30周年諦念事業の一環として

0

島城の内堀に放流したのは1匹1

˜20発の重さの二シキゴイ1与0

いる︒

算2710地区

広

匹︒市長を招いて放流式を盛大に
行った︒鯉城の名にちなんで贈っ
た色鮮やかな二シキゴイが︑新型
コロナウイルス感染症拡大による
閉塞感を和らげ︑さらには地元プ
ロ野球・広島東洋力-プ (コイ)
の躍進を後押しするものと信じて
(6月26日

島県)

第2720地区

を会員20人で行った︒同時に︑

た︒
7日

最書匪--

青森県)

(6月29日

と

匪

第2830地区

元気にしたい﹂と弘前大学学長
へ手渡した︒

から拠出し︑﹁学生を︑弘前市を︑

失った学生と地元飲食店を応援
しようと︑弘前大学と弘前商工
会議所では︑市内の飲食店で使
える与000円分の食事券を学
生に2000円で販売する取り
組みを実施︑今回の寄付はその
原資になる︒クラブ独自の基金

二シキゴイを広島城に寄贈した︒
鯉城(りじよう)とも呼ばれる広

エソヤマサクラを植樹

0月に旭川市内の公国

へ北海道2与00ロータリI巨ク一号
2017年1

7本の桜が折れ

たり枯れたりしており︑補楢をす
ることにした︒当日は︑会員が運
営する障害児支援施設の子どもた
ち6人と一緒に植樹︒春には桜の
花を見ることを楽しみに︑今後も
木と子どもたちの成長を見守り続
けたい︒
(6月6日 第2与00地区 北

3年で風雪のため1

に工ゾヤマサクラ鵜本を植樹して
以来︑生育状況の確認を兼ねて公
園の清掃活動を行っている︒この

海道)

公国に寄贈した時計を
取り替え (熊本東南RC)

時計を設置している休息所の
建物もきれいにしようと︑ペ

1984年のクラブ創立時に
熊本県民総合運動公園へ寄贈
したソーラー電波アナログ時
計が古くなり︑取り替え作業

ンキの塗り直し作業を行っ
(6月1

熊本県)
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A丁WORK

また帰ってきてね
ウミガメのために海岸清掃

舘2730地区・宮崎県

車問ロータリークラブ

(串間

当クラブでは1992年から︑県指定の天然記念物で絶滅危

の清掃活動を続けてきました︒

惧種に指定されているアカウミガメの産卵地・長浜海岸
市)

この活動を始めた約30年前は︑ウミガメが上陸した際の足跡

から産卵で掘った穴を発見し︑その卵をふ化壕に移して一時的

に保護し︑誕生したカメを会員や地元の子どもたちで海へ放流

する活動を主に行っていました︒

しかし︑最近は海洋の環境を汚染するビ二Iルやペットボト

ルなどのプラスチックごみが増えて海岸が汚れたため︑ウミガ

メが上陸した跡を発見することが難しくなってきました︒大量

のごみがウミガメの上陸を阻んでいるのかもしれません︒

今年は5月31日に清掃活動を実施︒例年は宮崎県立福島高校

のインターアクターや生徒有志が参加してくれていましたが︑

今回は新型コロナウイルス感染症の影響で参加できず︑会員7

人のみで作業しました︒1時間半ほどの作業で︑流木などを含

め︑集めたごみは小型トラック4台分にもなりました︒

会員数が30人以上いた頃は︑長い砂浜に会員たちが広がって︑

一斉にごみを拾い集める様子が壮観でしたが︑現在は会員数が

0人程度に減少し︑地味な活動に見えるかもしれません︒

しかし︑私たちは自然環境を浄化し︑かつてのようにウミガ

1

メの産卵を見ることができるよう期待しながら汗を流し︑社会

奉仕の念をますます深めています︒目的のために汗を流すこと

は︑気持ちの良いものです︒来年は参加者を増やして︑海岸を

もっときれいにしたいと意気込んでいます︒

(吉田美代治・記)
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9月号

令和2年

FRIENDSHIPて拙

PLAZA

S(会員制交流サイト)を通してリアルタイム

が厳しくなり︑交流が難しい状況ですが︑SN

今は新型コロナウイルス感染症の影響で出国

熱が伝わってくるようです︒

て︑大変盛り上がると聞いています︒先方の情

大歓迎を受け︑お互い土産話や写真を見せ合っ

た︒台北七星RCを訪問した会員からは︑毎回

変うれしく思います︒

創立33周年記念例会の分までお祝いできたら大

の会員が出席し︑かなわなかった台北七星RC

行われる予定なので︑ぜひ大和RCからも多く

思っています︒来年6月には国際大会が台北で

ずに中止となってしまいました︒とても残念に

会員も参加するはずでしたが︑その夢はかなわ

われるということで︑本来であれば大和RCの

人間は完蟹を存在ではなく︑ミスをするもの

とでスタートしたのです︒

方向に向かわせることができるだろうというこ

よう︒そうすれば︑いろいろな間違いを正しい

よう︒処方箋を多くの人の日に見えるようにし

ない状態に対して世間に少しでもオープンにし

療︑薬剤処方が行われ︑情報公開が行われてい

そもそも医薬分業は︑病院や診療所の中で治

た︒総合病院には高い専門分野で入院患者の治

来患者さんがとても多いと書いておられまし

ご執筆された堀尾さんの市の総合病院は︑外

です︒

で語ることは︑医療そのものを胃とくするもの

ために誤った行為をする存在です︒医療を経済

です︒また︑人間は正義ばかりでなく︑お金の

ます︒

で元気な姿を確認できる︑便利な世の中になり

神奈川県

昌治
私は︑00年前から地域の薬局として︑地域の

くずは岩本

﹁各診療所の調剤薬局
は必要ですか?﹂考

(第2780地区

社会文化施設管理)

ました︒

日本がマスク不足ということで︑台北七星R
Cから︑使い捨てマスクにかぶせて使う﹁マス

クカバー﹂が届きました︒常に気持ちの中に大
和RCあり︑という台湾の皆さんの思いが伝わ
り︑とてもうれしく思いました︒
今年は台北七星RC創立33周年記念例会が行

薬分業を社会の中に溶け込ませ︑地域の人々に

せてもらうことから始まるのだと思います︒そ

医療は患者本位で接し︑点数以上のことをさ

療に力を注いでもらいたいのは同感です︒

何をお返しすることができるかということを話

して形ばかりの医療ではなく︑患者のための︑

ための経営をしてきました︒00年ほど前に︑医

し合い︑地元出身の国立病院のドクターに開業

す︒国家国民のため︑自分のできることを一生

本当の医療をすれば︑患者はドクターに付きま
﹃ロータリーの友﹄5・6月号本欄﹁各診療所

懸命させていただくという心を持って︑医療に

を勧め︑地域で医薬分業を始めました︒

の調剤薬局は必要ですか?﹂ (三河安城RC・

従事する診療所が増えることを切に願っていま
6˜1

7)を読み︑私なり

堀尾登会員︑縦組みP1

医薬分業をすることと︑病院の近くに調剤薬

を中心に取り上げられたのかもしれません︒新

限られた誌面の都合で︑あえて薬価差益の話

す︒

局をつくることは全く別の話ではないでしょう

型コロナウイルス感染症で世の中も自分の心も

の意見を申し上げます︒

か︒医薬分業は︑国としてもいろいろ議論され︑

しい言葉を発しました︒5年ほど前に一線を退

混乱する中︑相手のことを思わず︑ついつい厳
ころから始まりました︒医薬分業は薬価差益の

いた︑老薬剤師のたわ言です︒

国民のために処方箋をオープンにするというと

解消が発端だったという認識を持たれているド

薬剤師)

(第2660地区

大阪府

クターがいらっしゃることに︑改めて驚いてい

NO.9

VOし.68

2020

ロータリーの友

62〈団

欄
上

紹介させていただきます︒
0年前に青少年交換学生としてお世話をし

が視覚障害女子マラソンに出場した際には︑彼
女の応援の一環でブラジルに渡り︑リオデジャ

ネイロのクラブの例会に出席しました︒例会で

1

た︑エイダン・レゴ君を訪ねてオーストラリア

憲見交換をした会員たちが︑道下さんのマラソ

健治

台湾の姉妹クラブから
友情の贈り物

大和松川

台北七星RCは︑東日本大震災の際には︑大

に行った時のこと︒彼は会社を1 0日間休み︑シ

スリランカには︑スリランカ米山学友会の設

和RCと友好クラブの花巻商RCと共に︑被害

ン当日に応援に駆け付けて南米流の熱い応援を

へ招いてくれて夕食をごちそうになり︑ロータ

立総会出席を兼ねて行きました︒発起人のピー

を受けた岩手県の釜石商工会議所に車両を寄贈

ドニーからメルボルンまで一緒に旅をしてくれ

大和RCは︑台湾の台北七星RCと1987

リーの話で盛り上がったことを今でも覚えてい

ター・フェルナンドプレさんから国会議員や有

しました︒2017-18年度には︑主に台湾

送ってくだきり︑道下さんは見事︑銀メダルに

ます︒

力企業の社長︑行政トップなど︑将来を担う人

の先住民の子どもたちが通う花蓮県の新城小学

ました︒シドニーのロータリークラブを訪問し

中国では日本大使館を訪問し︑北京RCで

材を多く紹介していただき︑改めて日本のロー

校で︑新しい教育方法と技術の導入を目的に

年5月1 5日に姉妹クラブを締結しました︒

メークアップをしました︒当時︑私の地元・太

タリーが生んだ米山記念奨学事業の素晴らしさ

したグローバル補助金プロジェクトを行いま

輝きました︒

宰府出身の宮本雄二特命全権大使が在籍してお

を感じることができました︒

た際には︑現地のロータリアンが例会後︑自宅

り︑大使館の車で例会場まで一緒に行き︑感激

2016年のリオデジャネイロ・パラリン

を交えて友情を分かち合えたことは︑良い思い

言葉が全く分からない中︑笑顔とジェスチャー

フランスやイタリアでは妻と例会に出席し︑

童の基礎学力の

するために︑児

村の格差を解消

した︒都市と農

したことを覚えています︒

ピックに︑こちらも太宰府在住の道下美里さん

出になりました︒

国内も︑南は石垣島から北は北海道まで︑い

強化︑よりよい

校の図書館建設

を促すため︑同

基礎教育の提供

手

ろいろな例会に参加しました︒地域によっては

例会形式が異なり︑それも楽しみとして味わい
ました︒バッジ一つで出席でき︑お互いに会っ

誘われ︑地元の夜を楽しんだこともありました︒

こうして協同事

両クラブでは

などを進めまし

世界に広がるロータリークラブ︑それぞれの

業を行ったり︑

た瞬間に友愛が芽生えます︒出張先の例会で﹁夕

クラブの特徴と会員それぞれの個性にとても魅

互いの国を訪れ

た︒

力を感じます︒今は新型コロナウイルス感染症

て親交を深める

方︑時間があったらお付き合いしましょう﹂と

の影響で自由な移動ができませんが︑落ち着い

など︑姉妹クラ

深めてきまし

たら引き続きメークアップ︑ロータリーライフ

学術文化)

ブとしての絆を
福岡県

を楽しみたいと思います︒
(第2700地区

G亘]63
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9月号

令和2年

(左端が筆者)
バナー交換100枚達成を諦念して。並べると壮観!

FR音ENDSHIP

PLAZA

の例会には︑米

山奨学生に加

2日に予定していたク

え︑当クラブが

ました︒当クラブで4月1

ラブ創立1

松本卓臣氏が生まれた1920年は︑日本に
そんな中︑わがクラブが世話クラブとして新た

0周年記念式典も延期となりました︒

ロータリークラブが誕生した年です︒卓臣氏は

ウズベキスタン

お世話し︑今は

対象に︑﹁2020学年度・米山奨学生オリエ

にいる米山学友

に迎えた米山奨学生・張準好君(韓国出身) を

あります︒1993年に日本人として初めてR

ンテーション﹂を5月3日に行いました︒

1954年に生まれた福山RCの別立会員でも

重財務長を務めたほか︑福山商工会議所の会頭

も参加しまし

状況では︑対面

コロナ禍続く

オンライン会議用のアプリ﹁Z8ヨ﹂を活用

を長きにわたって務めるなど︑地元の経済・文

リッタ・ズルツさんと私︑そして当クラブがお

例会や地区イベ

た︒

世話した米山学友・韓輸さんと李桐君も交え︑

ントはまだ難し

し︑張君だけではなく︑継続米山奨学生の貢悦

総勢6人で今回のオンラインオリエンテーショ

いものの︑インターネットを活用して︑米山学

化振興に大いに貢献︒その功績に対して藍綬褒

ンを行いました︒ちなみに私は張番のカウンセ

友会やロータリー財団のイベントを企画するな

さん(クラブ支援奨学生)︑カウンセラーのブ

広島県

ラーです(強者︑これから1年間よろしくI")︒

ど︑さまざまな形で今後のロータリー運営を

東京都

動物用医薬品製造販売業)

行っていきたいと考えています︒

(第2750地区

次美

国内外で交換した
バナー100枚を達成

太宰府今村

入会して27年︑国内外で交換してきたクラブ

のバナーが計100枚に達しました︒

す︒﹁他人への思いや助け合い﹂の米山精神が今︑

アンとの友情を分かち合ってきました︒そして

学生や青少年交換学生の母国も訪れ︑ロータリ

出張の時などにメークアップを行い︑米山奨
﹁コロナ騒動﹂により大学などの休講で不安を

交換したバナーは海外58枚︑国内は42枚を数え

一方︑当クラブの例会も4月から﹁オンライ

かち合った思い出は私の財産です︒その一部を

出会った仲間︑国内でロータリアンと友情を分

るまでになりました︒海外でのメークアップで

ン例会﹂として定着しっつあります︒4月29日

みになってくれれば幸いです︒

抱えている留学生たちに届き︑大きな喜びと励

タリーの創始者・米山梅吉さんの願いでありま

人々にもその通りせよ﹂︒これは︑日本のロー

﹁何事も人々からしてほしいと望むことば

いが絶えない時間になりました︒

に進行し︑最後のオンライン飲み会まで終始笑

振りながら発言をバトンタッチするなど和やか

第2部の自己紹介は自分の好みで相手に質問を

第1部では張君からの積極的な質問があり︑

ライン飲み会﹂を実施しました︒

を兼ねた近況報告︑第3部では今話題の﹁オン

山奨学事業の紹介︑第2部は一人ずつ自己紹介

オリエンテーションは3部構成︒第1部は米

テレビ放送)

(第2了10地区

貞子

章︑勲三等瑞宝章︑紺綬褒章などが贈られてい
ます︒

口

オンラインで新しい
米山奨学生を歓迎
東京米山友愛朴

地球規模の新型コロナウイルス感染症の拡大

により︑6月のホノルル国際大 会 は も ち ろ ん ︑
地区内の大きなプログラムも次々と中止となり
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100歳を迎えた「福山の至宝」松本卓臣きん(右から2人目)

時空を超えた写真

エッセー、海外のロータリークラブ訪問

孝雄

PしAZA

承る旨を話載した手紙を和歌山RCに送ってお

式の記念写真とともに︑焼き増しを170円で

20日付︒当時の出雲RCの幹事・今岡正一氏が

ピーでした︒文書は昭和30(1955)年6月

ト(認証状伝達式)の写真と︑そ の 送 付 文 書 の コ

それは︑65年前の当クラブのチャーターナイ

いう時期で︑運命的なものを感じました︒

たのがまさに式典後の周年行事を開催しようと

き︑会員一同︑深く感動しました︒また︑届い

して安堵したところに素晴らしい贈り物を頂

紙と写真が送られてきました︒式典が無事終了

の約20日後︑和歌山RCから思いがけないお手

日に︑創立65周年記念式典を開催しました︒そ

出雲ロータリークラブ(RC) は 昨 年 4 月 2 8

出雲海田

1,000字以内。関連
謁、時局雑感など。

ン約5000人に向けて認証状伝達式のご案内

として誕生した出雲RCは︑当時のロータリア

1954年6月︑国内で136番目のクラブ

です︒大変貴重な写真ということで︑当時の会

が見つけ︑和歌山RCに届けてくださったそう

品を整理していた︑ご自身もロータリアンの方

この写真は︑ロータリアンであるご尊父の遺

さまが﹁運命を感じた﹂とおっしゃいました︒

をしました︒すると︑束は東京︑静岡︑そして

長・木綿紀文氏が送ってくださいました︒写真

りました︒

和歌山︑西は久留米︑熊本など34クラブから︑

は当クラブの記念誌には掲載されていました

が︑現物は残っていなかったので︑資料として

155人のロータリアンとご夫人が出雲に来て
くださいました︒

です︒写真が届いた昨年5月当時︑出雲RC

驚くとともに︑このような感動を与えていただ

運命的な偶然︑あまりのタイミングの良さに

大変ありがたく拝受し︑感謝に堪えません︒

に在籍で︑唯一この写真に写っている会員は

く︑ロータリーの素晴らしさとロータリーの友

写真はその時撮った︑出雲大社での集合写真

2004-05年度に第2690地区ガバナー

情をしみじみと感じました︒

工具配布)

を務めた名誉会員の原久義氏です︒この写真が

れました︒

光成

真に納まり︑会員から大きな祝福の拍手が送ら

地区国際車仕委員長・松本壮一郎氏が記念の写

区バストガバナーの松本茂太郎氏︑孫で当時の

巳会長とともに︑卓臣氏の長男で第2710地

3085回目の例会日に当たり︑当時の坂本哲

えられました︒この日はちょうど福山RCの

本卓臣氏が︑6月1日︑100歳の誕生日を迎

事︑1993-94年度RI財務長を務めた松

1992-94年度国際ロータリー(R重)理

369(現2690・2710)地区ガバナー︑

福山RCの会員で19了3-74年度第

福山長藤

福山の至宝・松本卓臣
民︑100歳を迎える

島根県

(第2690地区

ました︒ご週族に写真をお見せしたところ︑皆

届いた直後︑5月24日に104歳で亡くなられ

和歌山RCから送られてきた写真(19与与年与月22日撮影)
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FRIENDSH

写典があれば添付してください。

徳島眉山

伸 び し 械 早く切りだや梅雨晴間

離艶は難隊の苗灘欝
東京ワセダ

うたかたの世を大切に憂燕
東大板東

三重・伊勢度会

信すべき仲間がありで夏木立

兵庫・神戸西

コロナ禍や母を隔て1花は粟に

今朝届く亭主自慢の相聞筍
兵庫・神戸西

水漏れ陽や羽音けだるくあげは蝶
奈良

蚕豆をふっくら茄でて母偲ぶ
愛知・瀬戸

子供の日まだ空っぽのランドセル
愛知・名古屋北

大夕焼妻逝きし日の近づきぬ
千葉・富里

老鴛や山の夕鯛は雨の中
埼玉・川口中央

風鈴の玲擬たるや安らげし
埼玉・川口中央

愛知・碧南

許されて任期満了実梅かな

福岡城南

蟻の道出合ひ頭の計りごと

山梨・甲府西

医と政と薔 薇 を 愛 し て 半 世 紀

樫原

週給

洋子

福地樟之助
溝畑

春喜

政雄

正克

充子

康宏

宣子

睦子

村田

後藤
山地

寺田
沢田

吉田

寒郡

道夫

革径

保子

滞徹

細井善次郎
阿部

杉浦
吉武
太田

投稿規定◇雑談◇クラブ会貝︑豪族◇一 か月に葉書一人
一散に一一一句まで◇締切日二〇日必着◇葉書ウラにもクラ
◇﹃友﹄俳壇係宛
ブ名・氏名︑電話明記◇桔害で明確に

宮城・古川束

﹁春﹂ つかむ苦難乗り越え受験生
マスク姿で﹁やった﹂の歓声

谷下り披薩近づきぬ川辺には
色鮮やかに菜の花の咲く
長野・佐久コスモス

高橋

中澤

義宣

道保

進

和夫

政雄

久子

孝美

清一

長屋

敏子

武彦

池田

鵜飼

佐藤

井上

寒郡

矢吹

女生徒は小声でおはようと走り去り
友のひやかしに婿声発す
群馬・館林 新井

茨城・友部

西日射し障子に映る烏の影
ぎょうは節分明日立番に

ウイルスの報告零となりたる日
なぜか嬉しく両手を合はす
千葉・富里

東京荒川

久ひさのデパート再開いそいそと
人らは並ぶ食堂日本橋

老いたれば何慶の会にも長老と
花を賞へど後に淋しき
神奈川・相模原

白壁に羽化しし朝の紋白蝶
天日干しする雨傘のよう
愛知・豊橋

岐阜加納

会う人は皆腹話術のよう表情も
マスクの内の声音でさとる

京都東山

車検日に運転はあと幾日と
免許取り出し返納を思う

樫原

道治

高見篤志郎

食べて寝てテレビ見ながら缶ビール
自粛長びき自重忘れる
大阪天王寺

徳島眉山

コロナ禍で開店すれど客は来ず
祝いの花々にじっと見入りぬ

投稿規定◇詳説◇クラブ会員︑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﹄歌堰係宛

新潟

ネットカフェ気付と書いた住所欄

埼玉・熊谷寵原

梅酒でも何年物の瓶並び

カタカナの辞典が欲しい新用語

山梨・甲府北

手作りのマスク十枚妻償い

宮山・射水

日本口Iタリー巨クラブ2650

他の人が飽きてきた頃ヤル気出し

小林

森田

悟

光彰

幹夫

正

土橋

江守

鴨谷瑠美子

政美

大阪西

康宏

西川

旅ゆかは妻との掛け合いマスク要る
寺田

アイデアをください青い作句帳

奈良

鹿司

高知西

松田

愛という幻想重ね夫婦旅

陸宏

孝二

甲斐総治郎

取り敢えず出てない杭も打っておく
高知西 山岡

福岡イブニング

柳壇は感性磨く修行の場

田中

コロナ禍も元気な子らにポッとする

福岡イブニング

石川

伊東

佳子

正三

英紀

長谷川眞哲

馬場

もういいかいもういいよと良い頃な
熊本中央 波佐間英樹

神奈川束

予定表すべてキャンセル楽で良い

神奈川東

チビたちの声いつ聞ける通学路

隔離されベランダ越しに愛を詠む

神奈川乗

大阪大淀

少数派切り捨てしないロータリー

投稿規定◇雑談◇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︑電話明紀◇楷書で明確に ◇﹃友﹄柳堰係宛
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閂

長谷川

知床や空か ら 船 に か か る 虹

極圏

香川・高松 大平
昇
空と船をつなぐ虹とはなんと雄大︒船のみなら
ず自分も虹に︑そして大空につながっているのだ︒
知床巡りの遊覧船での句のようだが︑この世なら
ざる寮が日に浮かぶ︒

生垣を五月の光洗ふかな

米田眞理子

東京蒲田 阪田
昭
生垣を光 が 洗 っ て い る ︒ こ の 捉 え 方 ︑ そ れ を 可
能にした感 性 が い い ︒ 投 句 ハ ガ キ に ﹁ 掌 を 開 き 心
をひらく初夏﹂という句もあった︒これも同じ感
性の所産︒秀吟を期待する︒

茄子人参ぬか床桶にひざまづき
大阪・堺フ工-一ツクス

﹁ひざまづき﹂︑この一語で一句が成り立つ︒ふ
っう神や仏にひざまづくのだが︑ここは搬(ぬか)

村野

利昭

漬けの桶︒ な る ほ ど 糠 漬 け の 酵 母 も 神 に ち か い な
い︒そんな心で茄子(なす)や人参を漬けている︒

窮 屈 や お もちゃも浮かぶ菖蒲風呂
兵庫・神戸西

猪俣

嘉夕

菖蒲(しょうぶ)と子どもだけでなく︑おもちゃ
も浮かべてある︒菖蒲風呂とはいうものの︑たい
ていはこうだろう︒そのにぎやかさ︑その普段着
感覚がいいのだ︒

白魚の指でありしかマスク総ふ
埼玉・日高

﹁白魚の指﹂とは女性のほっそりした指︒作者
は女性のようだから自分の指のことなのだろう︒
若いころは白魚のような指だったのに︑今はあな
たのためにマスクを縫っている︒

蕃壇

寺田眞佳子

馬場あき子園

コシアブラ桟ごと届きたり大壷に
活けて毎日葉を天ぷらに
奈良

平峯

千春

枝ごと届いたコシアブラは初夏の山路を感じさ
せる︒さすが大壷に活けるはかない︒そこにも詩
が感じられるが︑下旬は一転して生活に大きな自
然を取り込んだように︑コシアブラの枝から葉を
採り毎日のように﹁天ぷら﹂にしているところが
破格におもしろい︒地域の豊かな自然あってのす
ばらしさだ︒

香川・高松

黒マスク以前は異様に見えたれど
黒の服には意外に似合へり

繁藤

初句切れで読んでほしい︒﹁以前は﹂からが昨
今のコロナ風俗への感想になる︒たしかに︑以前
は異様で︑少し怖い感じさえしたのだが︑今はな
るほど黒服に揃えでのファッションともなった︒
コロナ禍によって生まれた色彩豊かなマスク風
俗︑これはこれからずっと当たり前に競合される
ファッションになりそうだ︒

早苗田に影を映して夜汽車行く
幸せそうだあの窓灯り
秋田・能代 成田

壇

iうイイ細工喜喜喜喜喜喜喜喜鵜看喜獲事案寒一

昇

てじま晩秋園

大平

小野

酔っていい酒に酔えない娘の巣立ち

信じています︒

地

青森・五所川原中央

青森北東

速固

友偲ぶ一人じょんから聞きながら

埼玉・所沢西

大原

着弘

律子

いくからね︒天国でゆっくりやろうな友よ!

仲の良かっだ︑大切な友が旅立ってしまいまし
た︒コップ酒を楽しくやっていた毎日を偲(しの)
んで写真に語りかけております︒住い酒を探して

大

世間的にも︑体力的にも﹁大人﹂として認めら
れる年ごろになりましたが︑少し戸惑っている娘
さん⁝⁝いい風景ですね︒小野さん︑佳(よ) い
娘さんになられてGOOdです︒読めば詠(よ)
むほど︑こちらもホンワカしてきました︒

順蔵

テンションに包まれた連日です︒国中の方々が心
配されています︒早く持ち直してほしいと願って
おりますが︑今月号の出る頃には収まっていると

いそく)感からか︑今までに縫験したことのない

マスクをはずせない風潮からか︑社会の閉塞(へ

香川・高松

天一枚の薄き布さえ息苦し

麗

久しぶり子供達のエアタッチ
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令和2年

阜O丁A々y

後までの予測を1

0分ごとに危険な領域を分

布図で提供します︒この情報は︑スマート
フォンなどで確認できます︒また︑﹁真っ

黒な雲が近づき︑周囲が暗くなる﹂﹁雷鳴
が聞こえたり︑雷光が見えたりする﹂﹁ヒ
ヤッとした冷たい風が吹きだす﹂ ﹁大粒の

雨やひょうが降りだす﹂状況は︑発達した

積乱雲が近づいている兆しですから︑竜巻
だけでなく落雷から逃れるためにもできる

町

甜

売文

岩谷時子物語

岩井

す︒気象庁のウェブサイト﹁竜巻等の突風

い上昇気流により発生する激 し い 渦 巻 き で

竜巻は︑発達した積乱雲がもたらす︑強

首を守る︒屋内では︑外に面した窓や壁か

どくぼんだところに身を伏せて両腕で頭や

辺に身を守る建物がない場合には︑水路な

ブは厳禁)があれば︑その奥に逃げる︒周

る︒近くにコンクリート道の建物(プレハ

い雲の進む方向と直角の方向に走って離れ

竜巻接近時の避難方法は︑屋外なら︑黒

ているような文章で︑一気に読了しました︒

導いてくれます︒あたかもその場に居合わせ

資料により︑職業としての音楽と歌の世界に

焦点を当て︑関係者への詳細を取材と貴重な

友を支えた人生︒彼女はまさに"利他の心"

の表現者であった﹂と竹内まりやが推薦文を

寄せています︒岩谷さんのこの精神は︑ロー

タリアンの心意気にもつながるかと思いま

(第2了50地区

東京都)

す︒ちなみに︑加山雄三の歌の多くが岩谷時

子さんの作詞です︒
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ラストダンスは私に

重恩大森RU

著者の村岡恵理さんは︑ご存じ﹁赤毛のア

村岡花子の生涯﹄

ン﹂シリーズの翻訳者・村岡花子さんのお孫さ

ん︒著書﹃アンのゆりかご

はNHK連続テレビ小説﹁花子とアン﹂の原案

データベース﹂を閲覧すると︑竜巻は日本

ら離れる︒雨戸やカーテンを閉め頑丈な

となっています︒本書は作詞家・岩谷時子に

のどこでも発生し︑特に沿岸部で多く︑台

テーブルの下に入る︒可能であれば1階や

だけ頑丈な建物に避難してください︒

風シーズンの9月に最もよく発生すること

地下の窓のない部屋などに移動してくださ

見博

が見て取れます︒竜巻などの突風が発生し

い︒アメリカではバスタブに隠れて助かっ

音楽は人の心をつなぎます︒表紙の帯には
﹁作詞家として大衆を魅了し︑影の人として

やすい気象条件は︑上空には寒気︑地上付

過去の経験から﹁ゴー﹂という音が近づ

た事例もあります︒

の状態が不安定になる要因が全体の約00㌫

(第2730地区・宮崎県・延岡RCにて)

命を守る行動をとることが重要です︒

竜巻のことを知り︑気象情報を生かして︑

ますが︑何度も経験する人はまれですので︑

くのを聞いて竜巻から避難した事例があり

況になると︑竜巻注意情報を発表するとと

気象庁では激しい突風が発生しそうな状

きます︒

を占め︑次に低気圧や台風による要因が続

鮪晒綴饗所

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

近には暖かく湿った空気が入ることで大気

竜巻から身を守る

和音

もに︑竜巻発生確度ナウキャストで1時間

村岡京理 若
光文社

2020
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災に遭遇する︒藤原陶房も窯が崩壊するなど被災

(2010˜11年度)を務めた時に東日本大震

でした︒仏教が厨麟する過程で醜い鬼にされた﹂

したが︑益子RCの呼び掛けに周辺の他クラブも

性ファンもいる︒﹁邪鬼はもともとインドの神様

藤原さんは﹁陶壁は環境芸術︑環境陶芸です︒

と言う藤原さんにとって︑邪鬼は福を呼んだ神

に大腸がんを患う︒手術は成功したがオストメイ

は︑最初の大病の後の1990(平成2)年︒実

益子ロータリークラブ(RC)に入会したの

は何よりロータリアン︒芸術家だが実務的なこと

融さん(2019-20年度ガバナー補佐)ば︑﹁彼

益子RCに同じ年に入会した木漆作家の松崎

3トン

ト(人工肛門保有者)になった︒外からばそれと

は河合陶房時代の26歳の時に藤原さんは京都乙訓

をしっかりできる︒2度の大病も乗り越えだが︑

69

〈二重]

本︑瓶200本が使われた︒

作家の独り善がりではできない仕事﹂と言う︒置

賛同し︑クラブ同士が野球で交流した縁のある岩

焼の皿や湯飲み2000セットと食料などを1

手県大船渡市へ︑地元の窯元から買い上げた益子

とすれば"鬼は外〃でなく"鬼は内〃だ︒

益子RC会長時︑大震災

様?

士︑地域の住民など︑さまざまな思いをくみ取る︒

それだけに作家のストレスも大 き い ︒

分からないが腹に袋を下げている︒﹁俳優の渡哲

RCの推薦で︑当時のロータリー財団プログラム︑

そんなハンディを感じさせない﹂と言う︒松崎さ

トラックで届けた︒

也さんもオストメイトで︑それを公表し仕事を続

研究グループ交換(GSB)メンバーとしてアメ

んに邪鬼の顔がちりばめられた布マスクを見せら

大船渡に益子焼セット届ける

けました︒彼の〃後押し" で﹃私もそうです﹄と

リカ・ミシガン州に派適されていた︒1999˜

れた︒﹁藤原さんにもらった邪鬼の手ぬぐいを家

1歳の時

言えた﹂と言う︒オストメイトの宿命で毎晩の洗

2000年︑今度はGSEリーダーとして︑イタ

族が縫った﹂とのこと︒﹁病魔を何度も尭服した

ストレスが呼んだのか︒矧ぎ盛りの4

腸が欠かせない︒始めると1時間は動けない︒大

リアのローマ︑サルデーニヤ島に行った︒会長

5㍍ほどもある人工の滝を見上げるようにして

のづくり日本大賞優秀賞受賞︒

リサイクルガラスアートを手がける︒2012
年︑蛍光管をリサイクルした﹁蛍硝子﹂で︑も

房代表取締役︒1946年大阪生まれ︒70年
東京芸術大学美術学部日本画科卒業後︑京都の
河合紀氏に師事︒75年益子で独立︒これまで
に︑全国各地に数多く陶壁︑陶モニュメント︑

◇藤原郁三(益子RC会員) (有)藤原郁三阿

れていった︒

邪鬼を眺めているうち︑肩のコリがじんわりほぐ

いた︒仰滝鬼か︒コロナ退散を祈る︒湯に浸かり︑

が1

C会員だった︒なんと露天風呂に藤原さんの邪鬼

テルに泊まった︒おかみの高橋美江さんも益子R

取材を終え︑益子温泉益子舘里山リゾートホ

彼にあやかり︑コロナ退散だとね﹂︒

変なハンディだ︒だが︑﹁その時間はじっとして
いるから︑じっくり読書ができます﹂︒大腸がん
から1 4年後︑今度は胃がんになり胃の3分の2と

胆のうを切除︒今の藤原さんしか知らない者には
何だか信じられない︒

﹁陶壁の仕事とのバランスを取って﹂藤原さん

が取り組んでいるのが邪鬼の制作だ︒お寺で四天
王に踏みつけられている︑あの鬼である︒木っ端

をナタやノミで削っただけの円空仏にヒントを得
た︒こちらは陶壁に使う粘土の削り屑をこね︑持
ち上げて床に聯き付け︑その偶然の形からボーズ

をイメージする︒ノミ︑ナタ︑包丁で一気に彫り

上げ︑薪を燃料に穴窯でじっくり焼き上げる︒古
墳時代の須恵器を焼いた窯を再現した窯だが︑﹁炎

まかせ﹂の蔚縦を生む︒できた邪鬼は夢想鬼︑
仰雲鬼︑望遠鬼⁝⁚と︑千変万化︒四天王の重み
から解き放たれ︑まさに無邪気の境地のような姿

だ︒﹁ぷりぷりとしたお尻がかわいい﹂と言う女

撮影/熊谷武二

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

話章/岩田一平

かれる環境も作品を構成する要素で︑施主︑建築

孝子夫人と仕事の打ち合わせ

インテリアデザイナーである彩人さんの妻も藤原

さんの阿房を手伝う︒ほかにスタッフ2人が働く︒

﹁西日本の焼き物の土はきめ細かく彫るとね

ちゃねちゃと刃にまとわりつく︒粒子の粗い益子

の山の土は器には向かないけれど︑さらさらと刃

離れがよいのです﹂

最初は﹁まるで地面を彫っているみたい﹂で面

﹁陶壁にはまさに益子の粘土が最適だと分かりま

食らった︒だが︑益子の土が肌になじむに従い︑

した︒土に優劣はありません︒ただ向き不向きが

あるだけなんですね﹂と言う︒

彫刻の道具を見せてもらう︒ノミに彫刻刀︑

ナイフ︑菜っ切り包丁まである︒中には使い込ま

﹁いや︑固い土が砥石になって

れて刃が3㌢くらいにチビたものも︒よく研いで

いらっしゃる?

1年も使っていると刃がすり減ってしまう﹂

藤原陶房の作品は益子町や周辺の市町のそこか

しこにある︒その一つ︑1市4町の焼却炉がある

芳賀地区エコステーション(真岡市) の玄関にあ

る陶壁を見せてもらった︒床から天井まで覆う大

作で︑白い鳥がぐるりと円を描いて玄関の扉の外

にまではみ出して舞う︒資源循環︑リサイクルが

円の内側は︑廃棄された蛍光灯から水銀を抜き︑

イメージされる︒陶壁には益子焼の土が使われ︑

ガラスを砕いて溶かして固めたリサイクル素材が

使われた︒淡い緑で大理石のような風合い︒﹁蛍

硝子と命名しました﹂と藤原さん︒商標登録済み

だ︒円の周囲にはそれぞれの市・町のシンボルを

描いた陶板が石垣のように組まれている︒緑色の

いから﹂と︑藤原さんが笑った︒蛍光管2700

われている︒﹁それも大吟醸の瓶︒緑の発色がい

部分があるが︑そこには清酒の瓶の廃ガラスが使

NO.9

VO」,68

2020

〈田

ロータリーの友

70

konohito.tazunete

に沿って加工し︑床に並べ︑表面を彫刻する︒ちょ

うどその彫刻の段階だった︒彫刻を施した粘土に
ぅ郵りをかけ︑ガス窯で焼成し︑できた陶板をジ

グソーパズルのように組み合わせ︑壁面に貼り込

なり大きな声で︑﹃君︑壁とはなんぞや?﹄と聞
かれた︒びっくりして﹃分かりません﹄と答える

と︑﹃壁とは地球の断面だ!﹄と︒それから持論
を機関銃のように話されて﹂

へはじめ人類は洞窟で暮らした︒平地に移って
つくった建築は疑似洞窟であり︑陶で壁をつくる

む︒

東京大学小柴ホールや栃木県庁︑栃木県立博物

ということは︑まさに大地を再構成することには

手掛けた作品は700以上︒日本の陶壁の第一

加した︒﹁芸術は社会とどう関わっていくか﹂の

全共闘世代︒社会に理不尽さを感じ︑デモに参

こんな理論だった︒

館︑京都市営地下鉄二条駅をはじめ︑全国各地の

-

人者といってよいだろう︒皆さんもきっとどこ

命題を考えあぐねていた頃だった︒藤原青年は河

かならない)

かで藤原さんの陶壁を見かける機会があるはず

合先生の気宇壮大にして単純明快を陶壁論が﹁心

官公庁︑学校︑病院︑ホール⁝:と︑藤原さんが

だ︒最もノツポな陶壁は︑空に向かって駆け上る

にずしんときて﹂︑一言︑﹁ここで働かせてくださ

の

住したのば19了8(昭和53)年︒﹁来てもらう

歳だった長男の彩人さんが一家を挙げて笠間に移

真っ暗で﹂︒京都生まれ京都育ちの孝子さんと1

陶壁を個人で請け負う仕事が舞い込む︒県内の益

アトリエの製図板にある陶壁のデザインを前

まで3年かかりました﹂と藤原さん︒笠間で一男
で仕事をするようになる︒今でこそ﹁陶の里﹂と

にご夫婦を熊谷カメラマンが撮影する︒かつて同

子焼の土を使うことが条件だった︒これをきっか

ある時︑栃木県立少年自然の家(栃木市)

ほどなく結婚する︒孝子夫人だ︒

原さんと短大彫刻科卒の先任の女性のみ︒二人は

社2年目にデザイン課に配属されるが︑課員は藤

1970年のことだ︒陶壁をイロハから学ぶ︒入

それで即断即決︑河合堕尻への就職が決まった︒

い﹂

虹をイメージした東京・滝澤シティプレイス茅場
町(花王本社)の作品で高さ34㍍︒東日本大震災

(2011年)にもびくともしなかった︒

二度のがんを克服
仕事のバランスに邪鬼制作
1946(昭和21)年大阪生まれ︒東京墾術大

学美術学部で学んだのは陶芸ではなく日本画だっ

た︒平山郁夫画伯の門下生だ︒
なぜ陶壁作家になったのでしょう?

職が決まっていました︒ところが壁画に興味が

して脚光を浴びる益子だが︑当時は﹁初めて宇都

じ職場の同僚だった孝子さんが画を見て﹁郁三さ

二女を育てる︒

あったぼくに︑恩師の一人が陶壁作家の河合紀先

宮からバスで来て益子で降りたら︑月のない夜︑

ん︑ここはこうなの?﹂と︑細部を尋ねる︒夫を

けに4年余り勤めた河合陶房を退社し独立︑益子

生を紹介してくだきり︑高校へあいさつに行く途

当時は街灯もなく︑どこが道だか分からないほど

﹁じっは芸大を卒業して大阪の天王寺高校に就

中に京都の河合陶房に寄ったんです︒会うやいき

支えるとともに︑良きアドバイザーでもあるよう

だ︒長男の彩人さんも東京襲術大学大学院美術研

究科彫刻専攻を修了︑陶房の敷地内にアトリエを

構える︒長女がジュエリーデザイナー︑次女はボー

カリストと芸術一家︒東京蛮術大学建築科出身で
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﹁∪﹂-WARA

藤原郁三さん

-KUZO

一

●益子ロータリークラブ

益子焼の里を拠点に
陶壁を全国各地に的700

こんもりとした竹林の先に︑木々に囲まれたコ

ンクリート打ちっぱなしの藤原陶房の建物が雨に

濡れそぼっていた︒入り口のタイルの上でアマガ

エルがぴょんと跳んだ︒この家のあるじ︑陶壁作

家の藤原郁三さんは口ひげに顕ひげ︑長身痩躯︒

その風情にふと﹁竹林の七賢﹂という言葉が思い

浮かんだ︒旧弊にとらわれず自然の中にあって清

談し︑酒を酌み交わした古代中国の文人たちのこ

とだ︒

取材に訪れる直前の6月19日︑益子焼が同じ栃

木県の笠間焼と併せて﹁かさましこ-兄弟産地が

紡ぐ"焼き物語〃﹂として文化庁の日本通産に認

定された︒藤原陶房のある芳賀郡益子町は濱田庄

司(1894˜1978)が窯を築いた﹁民芸の

ふるさと﹂で︑いまや400余りの窯元︑陶芸家

がひしめく︒だが︑陶壁専門は藤原さんただ一人

という︒同じ陶芸でも飲食物を盛る器ではない︒

﹁こちらへどうぞ﹂と︑作業場に招じられた︒

﹁人を入れる器﹂ である建物の壁を陶で作る︒

広い板張りの床一面に半乾きの粘土が横たわって

いる︒ローラーで板状にした粘土のピースを型紙
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変態が改革する
多様性社会

しょう︒

も遊びに来てください︑と学生にも保護者にも︑

力﹂が備わっています︒好きなことを舐めずに最

人生で成功した人たちには︑﹁最後までやり抜く

まうと︑最後までやり抜く力が育ちません﹂と︒

学長室を開放しています︒来訪される保護者には︑

後までやり遂げるから︑大発見などの成功に至る

の学長として教育に携わっています︒いつで

本︑旅﹂の社会です︒早く帰って︑会社以外の人

﹁子どもをどのように育てたらいいのでしょう﹂

U)

と会って︑いろいろな刺激を与え合う︒たくさん

とよく聞かれますので︑答えを三つ︑用意してい

それでは︑将来どんな社会をつくるのか︒﹁人︑

の本を読む︒旅というのは海外旅行のことではあ

る方法︑生産の3要素は土地と資本と均質な労働

かつて大学の緩済学の授業では︑国を豊かにす

受けなければ︑アイデアが湧くはずがありません︒

な広い世界を体験することによって︑脳に刺激を

て︑食べる︑ということです︒足を使って︑多様

ているパン屋があれば寄ってみる︒行って︑買っ

い︒もし︑スティーブ・ジョブズが製造業の生産

時代は︑個性は邪魔になります︒没個性の方がい

が何よりも重要なのです︒製造業の工場モデルの

とが︑個性なのです︒アイデア勝負の時代は個性

やめること︒人間は全て異なっていると認めるこ

能力も皆違うのだから︑﹁比べる﹂ということを

まず一つ目は︑顔が異なるように︑人の個性も

とした均質的な優等生を生み出すシステムは︑も

です︒今までの日本の教育のように︑5要素を核

る︒これは︑全世界の教育界が目指している方向

個性を大事にする︒執着心や自己肯定感を育て

によって︑自己肯定感を獲得するのです︒

褒めてあげてください︒子どもは褒められること

懸命行動した時は︑結果は度外視して︑ひたすら

動してなんば︑ということです︒お子さんが一生

三つ目︒人は頭で考えているだけでは駄目︑行

のです︒

力である︑と教わりました︒広い工業団地をつく

ラインに立ったら︑たぶん︑彼なら手を動かす前

うやめた方がいいのです︒これからは︑個性のと

ます︒

る︒公的機関が予算を付ける︑さらに高等専門学

に︑この生産ラインは美しくない︑もっと違う方

りません︒話題の町があれば行ってみる︒はやっ

校など︑優秀な技術者を養成する学校組織を整え

高校でも︑ごく一般の子どもと変態を育てる

ればなりません︒

がった人︑﹁変態﹂ を皆で大事に育てていかなけ

従来の日本の教育方針は︑決めたことは皆でき

法があるはず︑などと考えだすでしょう︒

と労脚力という発想は︑製造業の 工 場 モ デ ル で す ︒

ちんと守りましょう︑ということでした︒それは︑

て︑均質な労働力を準備する︒でも︑土地と資本

作家の堺屋太一氏が﹃知価革命﹄という本の中

知価社会が始まる︑これからはアイデアだ︑と︒

まれてこないのです︒人は皆︑違って当たり前︑

でも︑今やそれだけでは︑新奇なアイデアは生

来通り頑張って︑難関大学に進めばいい︒

上げたいと思うお子さんは無論︑いい子です︒従

いいと思っています︒頑張って成績を︑偏差値を

コース︑この両方を7対3くらいで用意した方が

確かに︑GAFAやユニコーンには︑土地も資本

と認めることが個性であり︑人とは比べないこと

決して︑悪いことではありません︒

も労働力も必要ない︒グーグルでいえば︑最初の

が大事︒お子さんを︑よそのお子さんとは比べな

で言っています︒これからは工業社会が終わって

アイデアは︑ロシア人とアメリカ人のドクターが

いでいただきたい︒

力ではないのです︒皆さんの脳の中に︑全ての付

新しいビジネスの種は︑もはや土地や資本や労働

で︑その子が好きなことは最後までさせる︑とい

も構わない︑ということ︒どんなことでもいいの

二つ目は︑好きなことは勉強でなくてもちっと

いるのです︒

どもたちの中には︑ジョブズの卵が何人も潜んで

ている子どもたちが今︑いるのであって︑その子

教育はおかしい︑と身をもって異議申し立てをし

見つめなければなりません︒今の偏差値一辺倒の

でも︑今の世の中で不登校が増えている現状を

2人で議論するところからスタートしています︒

加価値の源泉があるのです︒

うこと︒

育てなければならない︒変態コースの高校生はA

(ホスト

中津RC)

こういう子どもたち︑変態コースを用意して︑
好奇心と執着心﹂と言っておられました︒﹁好き

PUが引き受けますから︑安心してください︒

で﹃何やってるの︒勉強しなさい﹄と言われてし

ノーベル賞を受賞された吉野彰さんが ﹁カギは

個性のとがった人︑
変態が未来をつくる

なことだから最後までやれるのです︒それを途中
僕は2年前から立命館アジア太平洋大学(AP
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生が皆怠け者ということではありません︒学生を

加えて︑日本の大学生は勉強しない︒でも︑学

日本には︑﹁大学院でなまじ勉強した人は使いに

は出てきます︒当たり前︑ともいえますが︒でも

を究めた人がたくさんいる社会の方が︑アイデア

高くなるという︑関西学院大学の経済学者・村田

第二のキーワードはダイバーシ テ ィ ︒ 昨 年 ︑ ラ

受け入れる企業側が百パーセント︑悪いと思いま

くい﹂などと考える経営者がまだまだ多くいます︒

治学長による研究があります︒自分の好きな勉強

グビーワールドカップが行われました︒日本の

す︒僕は﹁5要素﹂と呼んでいますが︑日本では

さらに︑一番大きな問題は長時間労働です︒

ポイントほど低い︒

eNES筋AMは頑張ってベスト8に入り︑素直に

偏差値がそこそこ高く︑素直で我慢強く︑協調性

2000時間と1400時間を比べたら︑600

す︒日本の大学進学率は︑OECDの平均より7

皆さん﹁良かっだなあ﹂と思ったと思います︒し

があり︑上司の言うことをよく聞く人︑を大量に

時間も違う︒先進各国より︑日本は労働時間が一

分の意見を言い続けてください︒それが日本を元

かし︑いわゆる外国人抜きで︑日本人だけでチー

育ててきました︒つまり︑日本の人材育成は製造

気にします﹂と申し上げています︒

しょうか︒

ムを構成したままでも︑ベスト8まで進めたで

国人︑全員が日本語ぺらぺらだと思いますか?

ているのです︒ワールドカップの日本チームの外

ブ・ジョブズのようなオタグの変人︑もっといえ

アはまず出ません︒ユニコーンはいわば︑スティー

アイデアを出してみろ︑といっても新しいアイデ

でも︑この5要素を持つ若者を集めて︑新しい

まうわけです︒これでいつ︑新しい知識を得られ

労働者は ﹁メシ︑風呂︑寝る﹂ の生活になってし

しいまでの悪習があるわけです︒かくして日本の

同じ所へ飲みに行く︑というある意味︑素晴ら

いた上で︑仕事が終わった後は同じメンバーで

日当たり3時間も多いのです︒これだけ長時間働

逆に︑日本人選手全員が英語ぺらぺらですか?

ば﹁変態﹂的な人︑好きなことを徹底的にやる人

業の工場モデルに過剰適応してきたのです︒

そうではないですよね︒目的が一つなら︑言葉の

るというのか︒飲んでカラオケへ行って帰宅し

これが全て︒交ぜたら強くなることを皆︑感じ

壁を超えて頑張れる︒

が︑生み出すのです︒
もちろん︑変態ばかりでは世の中が回りません︒

うやくそのような社会の実態を理解したようで︑

フェイスブックに︑こんななぞなぞが上がって
いました︒﹁全員日本人の男性で︑外国人はおろ

﹁5要素の人﹂は社会に6割くらいは必要︒でも︑

2019年4月から︑厳格な残業規制を始めま

浩明

立命館アジア太平洋大学(APU)学長

出口

(学)立命館副総長・理事

三重県生まれ︒72年

京都大学法学部卒業︑日

ままでは駄目になる︑ということが分かったので

1948年

早稲田大学大学院講師︒08年

ライフネット生命保険

東京大学総長室アドバイザー︒07

本生命保険(椙) 入社︒ロンドン現地法人社長︑国際業務部長

年

などを歴任︒200与年

同社代表

度應義塾大学講師︒

ライフネット生命保険(株)上場︒17年

Pani君

を開業︑代表取締役社長︒10年

12年

(株)

の

政府もよ

か女性は一人もいない︒最年少は00代後半︑全員

せめて3割ぐらいは変態(個性的な人)をつくら

した︒ようやくこの国は﹁メシ︑風呂︑寝る﹂

て︑本を手に取ることができますか?

サラリーマン重役で︑起業したこともなければ転

なければ︑新しいアイデアは生まれません︒

喜

また︑大学院生の多い社会ほど︑労働生産性が

職したこともない︒このグループはなあに?﹂︒
答えは⁝⁚﹁経団連﹂︒

鰹回避の役員は皆︑立派な人ば か り で す ︒ で も ︑

ダイバーシティがないことは事実︒そして︑今の
日本は︑大企業やいろいろな組織が経団連と同じ
ように︑あまりにも的代︑00代のオジサンに偏っ

ていて︑ダイバーシティが乏しいから新しい産業
が生まれない︑というのもよく分かります︒

最後の三つ目のキーワード︑高学歴あるいは勉

立命館アジア太平洋大学(>sia

∪つiくO重いiぞAPU)学長︑(学)立命館副総長・理事︑現在に至る︒

強について︒戦後の日本は伝統的に製造業︑もの

づくりを得意としてきました︒ところで︑全世界

★大学ホームページ⁝く季apこ.a︹﹂p三〇ヨe

取締役退任︒18年

で見ると︑製造業の従業員のう ち 大 卒 は 4 割 も い

ません︒実態として︑製造業は低学歴産業なので
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です︒根拠となるデータの信頼性にも︑注意が必

含みますから︑国力の全てそのままを表すデータ

のデータなので︑民間のみならず公的セクターも

たのです︒これは国際経営開発研究所(IMD)

う︒2019年は00位でした︒00年前は1位だっ

次に︑日本の国際競争力の推移を見てみましょ

は9%︒半減という事実は認めざるを得ません︒

弱︒この二大大国でほぼ280匹︑それでも残り

には北京バレー︑深捌バレーを中心に100匹

カにはシリコンバレーを中心に200匹弱︒中国

ンは何匹いるかというと︑わずかに3匹︒アメリ

いる大国・日本に︑世界に380匹いるユニコー

は︑GDP世界第3位︑もしくは4位に位置して

にユニコーンは380匹いると出ていました︒で

をけん引していると自負しているオジサンたちは

性の欲しいもの︑求めているものを︑日本の経済

ということは︑経済︑消費をけん引している女

前後は女性なのです︒

タで見てみると︑サービス産業のユーザーの7割

おいしそうに食事をしているのか︒全世界のデー

は女性です︒誰が︑貰い物をしているのか︒誰が︑

そして全世界的に見て︑サービス産業のユーザー

例えば︑僕は娘が2人ですから︑家族の男性と女

100匹が世界中にいるのに︑日本にはその中で

日本はこの00年間に︑新しい産業を生み出すこ

性の比率は1対3︒記念日などにお菓子を買って

要︒日本の国際競争力は︑1位から00位に落ちて

もっと分かりやすい例を示しましょうか︒19

とができなかったというのが︑﹁日本企業は世界

今︑分かっているのか︑という問題が出てきます︒

4

帰ると︑ほぼ﹁気持ちはうれしいけれど︑こんな

わずか3匹しかいないと︒これが全てです︒

89(平成元)年の世界のトップ企業20社中︑1

でなぜかくも凋落したのか﹂ということへのデー

しまいました︒

社が日本企業でした︒今︑世界のトップ企業20社

もんいらんわ︒お父さんが食べて﹂となる︒どう

性の視点が必須になっています︒ヨーロッパでは

今の世の中で︑経済を活性化するためには︑女

も欲しいものが食い違っている︒

タに基づく答えです︒

女性︑ダイバーシティ︑
高学歴あるいは勉強

の中に︑日本企業はゼロ︒すなわち︑この00年間

をデータで見れば︑どう考えても︑経済運営はう
まくいっていなかったことが分かります︒
問題は︑なぜ日本がこのように落ちたのかとい

を︑例えば男女同数にしないことに対しては罰則

﹁クオータ制﹂を導入して︑政治家や会社の役員

では︑新しい産業を生み出すカギは何か︒世界

までつくって︑女性に頑張ってもらおうとしてい

うことです︒デフレだとか︑金融機関の機能喪失
だとか︑人口問題だとか︑いろいろな難しいこと

中の学者がGAFAやユニコーンを研究して答え

一つ一つ︑説明しましょう︒僕がサラリーマン

このように︑第一のキーワードは女性です︒そ

を偉い学者が述べていますが︑皆︑間違っている

になった時︑先輩からは﹁ちゃんと働いてお金を

こで日本の女性の地位ですが︑世界経済フォーラ

ます︒これは︑もはや男女同権の理念を超えて需

ところなのかを見てみれば︑すぐに分かります︒

ためて︑早くクルマを買いなきい﹂と言われまし

ムのジェンダーギャップ指数で見れば153カ国

を出しています︒キーワードは三つ︒女性︑ダイ

トップ20社の顔触れはいわゆるGAFA︒グー

た︒﹁クルマがなかったらデートもでけへんで﹂﹁部

中121位︒先進国では︑女性の地位が一番低い

と思います︒答えは簡単︑日本企業を追い出して︑

グル︑アップル︑フェイスブック アマゾンの頭文字

屋にはクーラーとカラーテレビを入れないと︑遊

国なのです︒ですからある意味︑ユニコーンが生

給のマッチングをしないと︑縫流が元気にならな

を取ってGAFAと総称されますが︑この四つの

びに来てくれへんで﹂︒いわゆる3Cの時代です︒

まれない︑新しい産業が生まれないということが

バーシティ︑高学歴あるいは勉強です︒

企業はとても若い︒フェイスブックは︑まだ別業

カー︑カラーテレビ︑クーラー︑という3Cが指

よく分かりますよね︒会場にも女性がたくさんお

世界のトップ20社にランクインした企業はどんな

重6年にして日本のトップ企業であるトヨタ自動車
の︑約2倍の時価総額を持っています︒

標となった時代︒傍らは皆︑3Cを買ったもので

られます︒僕は︑女性の皆さんに﹁日本の女性の

今や︑製造業のGDPのウエートは2割ぎりぎ

すから︑ここ数年は男性の意見など聞かずに︑自

地位は先進国の中ではずはぬけて償いのです︒で

いからです︒

GAFAの予備軍を﹁ユニコーン﹂と呼んでい

す︒そして︑買い手は主に男性でした︒
にいないということで名付けられたニックネーム

りまで落ち込み︑サービス産業中心の時代です︒

ます︒ユニコーン︑一角獣のことですね︒めった
です︒日本経済新聞に︑2019年7月末︑世界

7与
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では︑データを見てみましょう︒注意したいの

カはかなり︑特異な国です︒先進国でありながら

なに違う﹂といっても︑それば当たり前︒アメリ

向がありますが︑懸け離れた両者を比べて﹁こん

対的に近く︑石油も産出しないフランスやドイツ

す︒国土も広大︒むしろ日本は︑人口や面積が相

人口が増え続け︑石油資源はダントツで世界一で

大切にする﹂等々︒

は︑日本では何でもすぐにアメリカと比較する傾

など︑ヨーロッパ諸国と比べる方がよく比較がで

きると思います︒

日本はこの00年間︑正社員で見れば労働時間は

全く減らずに年間2000時間以上働き︑どれほ

ど稼いだのかといえば︑経済成長率は1%あるか

ないか︒一方︑ドイツやフランスは1300ない

し1400時間の労働で日本の2倍︑2%成長を

実現しています︒

このデータを見たら︑マネジメントがなってい

ないから︑経営力がないから︑骨折り損のくたび

れもうけになっている︑ということがすぐに分か

りますよね︒データを見ないで議論するのは︑世

界の姿を正しく見ることにはなりません︒どんな

問題であっても︑前提としてまず考えるべきこと

ば︑タテ・ヨコ・算数できちんと分析することです︒

日本企業は世界でなぜ
かくも凋落したのか

では︑データで平成の00年間を総括してみたい

と思います︒購買力平均価格で計算したGDP(国

内総生産) の︑世界シェアの推移を見てみましょ

う︒この00年間︑日本はピークの91年には的9%

あっだのに︑直近は4・1%ですから︑半分以下

になっています︒

ただし︑日本の人口は約1億2700万人︒世

界はほぼ00億人ですから︑1・4%の人口で4・

でも︑ピーク

1%ものGDPを稼ぎ出している︑と見れば︑す

ごく頑張っている国だといえます
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APU提供)

交ぜたら強くなる。これからは、個性のとがった人材を大事に育てること(写真:

森の姿を素直に見なければ、一本の木ですら、正しく把(とら)えることはできま
せん。世の中をきちんと見て、正しく動いていくためには、複数の方法、まず基本
的にタテ・ヨコ・算数の思考で考えること、エビデンス(データ)分析を活用する
ことが必要です。

タテ思考とは︑﹁昔の人はどう考えたか﹂とい

うこと︒当たり前のことですが︑人間の脳の構造

そのものは︑ここ一万年進化していません︒例え

ていえば︑福澤諭吉の脳と皆さんの脳のつくりは

一緒です︒平清盛︑源頼朝も皆一鰭︒昔の人の考

えを学ぶこと︑歴史をひもとくことばとても参考

になるのです︒次にヨコ思考とは︑自分以外の他

人の意見︑つまり世界中の人の意見が参考になる︑

ということです︒

僕は中学生の時︑﹁源頼朝﹂が﹁平政子﹂と結

婚して鎌倉幕府を開いた︑と学びました︒素直に

(経済

考えたら︑昔の日本は夫婦別姓の国だったんだな︑

となりますよね︒これがタテ思考︒

ではヨコ思考で見るとどうか︒OECD

協力開発機構)と呼ばれる37の加盟国の中で︑現

在︑法律婚の条件として同姓を強制している国は

日本だけだ︑ということが分かります︒

るし変わった方がええ﹂︒本当に意見はまちまち

します︒﹁ようやってはる﹂﹁もう︑長いことして

う意見は︑単なる不勉強︑もしくはイデオロギー

﹁そんなことになったら家族が壊れる﹂などとい

﹁夫婦別姓の考え方は日本の伝統にはない﹂とか

このタテ・ヨコのファクトが分かっただけでも︑

です︒たった一人の総理大臣を見ているのに︑な

ような問題でも︑このように日常的にタテ・ヨコ

や思い込みが強い人︑とすぐに分かります︒どの
で見ているからです︒

ています︒すなわち︑世の中をきちんと見るため

サルが﹁人間は見たいものしか見ない﹂と喝破し

です︒もう2000年前に︑かのユリウス・カエ

が見たいように︑現実を変換して見てしまう動物

ているから︑人それぞれで意見が違う︒人は自分

観や価値観のことです︒色眼鏡を掛けて総理を見

本的経営とは三方良し﹂﹁昔からこの精神でやっ

営が世界を救う﹂などという意見を聞きます︒﹁日

な資本主義はもういらない︒これからは日本的経

いて分析することが肝要です︒時々﹁欧米の強欲

なくエビデンスをしっかり押さえ︑データに基づ

です︒一つや二つのエピソードで議論するのでは

その次が算数︒エビデンスに基づく思考が必要

から見て考えていくことは︑とても大切です︒

には︑方法論がいるということです︒代表的な方

てきて︑うまく回ってきた﹂ ﹁日本企業は社員を

それは︑皆さんの人生

法論はタテ・ヨコ・算数(エビデンスベース)です︒

﹁色眼鏡﹂とは何か?

眼鏡﹂

ぜ︑そんなに意見が異なるかといえば︑皆が﹁色

掛けています︒例えば︑総理大臣の評価を聞くと

見るようにはできていません︒人は皆︑色眼鏡を

ただ︑人間の脳は︑それほど世の中を客観的に

きちんと見ることがとても大切です︒

様子が現在どうなっているかということを︑まず

ら始めることが大切です︒今の日本の姿︑社会の

どんな問題を考える上でも︑まずは現状分析か

森の姿を繋直に
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Haruaki

浩明
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変態が改革する
多様性社会

⁝⁝⁝⁝⁝田77

所

克博

伺68

出口治明

(学)立命館副総長・理事

変態が改革する多様性社会
◆立命館アジア太平洋大学(APU)学長

シリーズこの人訪ねて
益子RC(第之与与0地区)

撮影・熊谷武一一

藤原郁三さん
記事・岩田一平

卓話の泉
竜巻から身を守る

倒68

◆長谷川

選

選
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私の一冊

口-タリー俳壇

◆馬場あき子

選

東京大森 岩井克文

ロータリー歌壇

◆てじま晩秋

権

ロータリー柳埴

伺6う

出雲海田孝雄

友愛の広場
時空を超えた写真

福山長藤光成
貞子

くずは岩本富治

大和松川健治

太宰府今村次美

東京米山友愛朴

福山の至宝・松本卓臣氏︑100歳を迎える
オンラインで新しい米山奨学生を歓迎
国内外で交換したバナー100枚を達成
﹁各診療所の調剤薬局は必要ですか?﹂考

ロータリ1・アット・ワーク・⁝⁝⁝:倒6
また帰ってきてね

車聞ロータリークラブ

ウミガメのために海岸清掃

広島陵北/熊本東南/

北海道2500ロータリIEクラブ/弘前/
郡上八幡・郡上長良川/大野/魚津/

熊本憤福祉/姫路西/福井南/白石北/
大阪フレンド

1

奈良

隠岐西郷

地域医療を守るために

釧路南

小さなクラブでできること

3密を避けて清掃例会

徳山

その衣装を保存会に寄贈
1300年続く神楽

松山

岡山東

東京立川

白砂青松の海岸を未来へ

児童重患施設に自転車やパソコンなど寄贈
ベトナムで笑顔と輝き育成事業

加藤光峰
箕牧

彰

横組み﹁コーヒーブレイク﹂

声与・6月号の感想
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