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㊨指定配車
を出すことから始め

ましょう。そして、

達成したい目標を、
明確で具体的かつ成
果を測定できる言葉
で書き出します。

次に、構想を3へ

与つの優先事項に絞
り込みます。そして

各項目の具体的な目

的を定め、担当者、
主な達成項目、し蓬茜

の把握方法、完了ま
蟹田ロコZ﹂由∋∑<S

での予定表を作成し

ます。計画は短く、
シンプルに。

あとは、実行ある

のみ。構想の完了ま
ついに1月です。

2021年を迎えるに当たり、

で、進捗を確認し、必要であれば年に1度は計

ロータリーはその1年後のことも見据えていま

画を見直しましょう。クラブの計画づくりに役立

す。皆さまは2022年、

つテンプレートはmy.rota「y.org4a/do⊂umentl

2023年、さらにその先

に自分が何をしているか、お考えでしょうか。

Strategi⊂-Pianning-guideで入手できます」

未来を予見することばできませんが、目指す方
向へと向かうことならできます。どのロータリー

新しい目標やアイデアが、クラブの充実と活性

クラブにとっても、少なくとも年に1度は戦略

化につながってほしいと考えています。しかし、

会議を聞くのは大事なことです。今回、クラブの

私たち同様に高潔な理念に導かれた人で、さまざ

計画づくりに大きく関わってきたグレッグ・ヤン

まな背景や人生経験を持つ、幅広い年齢層の多岐

ク元国際ロータリー理事が話してくれました。

にわたる職業人を、どうすれば仲間にすることが
できるでしょうか。

「『準備に失敗することで、あなたは失敗の準
備をしている』という名言があります。ロータリー

行動計画を通じて私たちはこの問題を模索し、

を含む人生のどの局面においても、成功するため

クラブの本質や、会員や地域社会に提供する価値
を決定します。どのクラブも唯一無二の価値を

に計画は欠かせません。私たちのこのスキルは、

持っています。計画を練る中で、今まで行ってい

年々上達しています。

た活動にはもはや重要性や魅力がなくなっている

行動計画はロータリークラブにとって役に立つ

ことに気付くクラブもあるでしょう。

ものです。私はこれまでに『あなたのクラブのビ

行動計画が完成したら、行動を起こし、必要な

ジョンは何か』という根本的な質問の答えとな

変化を起こす時です。そうしてこそ、クラブはさ

る、複数年度にわたる計画を立てる手伝いを何度

らに強くなり、楽しいだけでなく、持続的な本物

もしてきました。その中でも優れた計画というの

の影響を地域社会にもたらす、活気に満ちたクラ

は、最もふさわしい機会にクラブの資源を集中さ

ブへと成長します。クラブの独自性を見つけ、そ

せていたものでした。人的、金銭的、時間的資源

の中核的な価値を全ての活動において大切にする

は限られていますから会員や地域社会の、全ての

ことで、ロータリーは機会の扉を開き、あらゆる

ニーズに応えることはできません。成功する計画

人々の暮らしを豊かにするのです。

の秘訣は会員のためにできることと、できないこ
とを考慮に入れて、望ましい道筋を立てることで
す。

年度をまたいだ行動計画の作成に着手するに
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2020-21年度国際ロータリー(R

は、まず、会員たちに『今後2へ3年における

ロータリーの食
Home

構想や優先事項は何か』と問い掛け、自由に意見
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●ロータリーとは
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私たちの行動計画

●パズルdeロータリー/詰め碁

●工バンストン便り
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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噂です。
●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。

1月は職業奉仕月間です

日本初のロータリークラブである東京RCは、 2020年10月21日、帝国ホテルにおいて創立100周年記念例会兼祝賀会を開催。コロナ袖により
当初の計画と比べ規模は縮小されたものの、こまやかな配慮、趣向を凝らした催しで盛会となりました(詳細はP20へ21へ)。

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

安平

和彦(姫路)

片岡

信彦(土浦南)

橋本

長平(京都束)

2520

清水

良夫(横浜)

片山

2600

西田

不折(上田西)

26与0

松木

延倫(相場フェニックス)

祐而(札幌手桶)

2610

早1=

勇(高岡北)

2660

木村

芳樹(大阪南)

吉田

和洋(花巻)

2620

浅野

秀治(静岡)

2670

真昼

正明(高松北)

2530

神山

英司(郡山)

2750

粕谷

啓之(豪鯛称らきき〉

2680

嶋田

幸直(西脇)

主水(名古屋東南)

2与40

桑山

教書(大館南)

2760

尾本

和弘(名古屋東南)

2690

臼井

英治(岡山西)

吉田

潤司(釧路)

2与与0

蹄巣

貞美(大田原)

2770

梶聞

順子(浦和中)

2700

松岡

康広(柳i0

古川

静男(松本西南)

2与60

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

若林

英博(東京建町)

2830

小野

三浦

眞-

(東京八王子西)

2570

神崎

正陳(茅ヶ崎湘南)

2580
2590

桑原

上野

令和事年1月号

地 区

季(横浜)

代表委貝

2500

長谷川周作(富良野)

2510丹羽

之790

吉田

理要(勝浦)

2720

毛利

浩-

2820

杉田築一郎(牛久)

2730

深尾

兼好(慶児島西)

五十幡和彦(行田さくら)

2840

小幕

2740

山下

義則(鹿島)

中村

2630

二木公太郎(高山中央)

2640

坂東

編集長

野崎

恭子

勇(米沢中央)

晶子(八芦北)

伸治(輔玖留米)
薫(横浜港北)

雅文(館糠)

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、つぎつぎ各地に
生まれて、国境を超え、今では200以上の国と地域に広
がり、クラブ数36,397、会員総数1,196,478人(2020

年11月17日R重公式発表)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、歴史軸こ見ても、ロータリーとは職業倫理

を重んずる実業人、専門職業人の集まりなのです。その組

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

織が地球の隅々にまで拡大するにつれて、ロータリーは世

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具

界に眼を開いて、幅広い奉仕活動を求められるようになり、

体的には、次の各項を奨励することにある:

現在は多方面にわたって多大の貢献をしています。

第1知り合いを広めることによって奉仕の機会
とすること;

日本のロータリー
わが国最初のロータリークラブは、

第2

1920

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

(大正9)年

仕する機会としてロータリアン各自の職業

10月20日に創立された東京ロータリークラブで、翌

を高潔なものにすること;

1921年4月1日に、世界で855番目のクラブとして、

国際ロータリーに加盟が承認されました。

第3

仕の理念を実践すること;

リスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大に

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

ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉

日本でのロータリークラブ設立については、ポール・ハ

情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリー・ペリーと、

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

第4

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

その後、日本のロータリーは、第2次世界大戦の波に洗
われて、

1940年に国際ロータリーから脱過します。戦後

四つのテスト

1949年3月になって、再び復帰加盟しますが、この時、

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

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚まし

言行はこれに照らしてから
l.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2,237、会員数

4.みんなのためになるか どうか

86,713人(2020年10月末現在)となっています。
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職業奉仕月間

特集

ローダノアンには例会や奉仕活動で見せる顔がある〇〇〇万、

その道の専門家の顔もあります,
職業を通してローダノアンが「つくっている」ものを
表していただきました。

?●

多様な職業人の集まりであるローダノークラブ

あなたが

ものは

﹁つぶ率

私のプライドその仕事-

Iわめγあれるp回I回国

ロータリーの友
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駁寝の「め7誘PR〇回岳

望月

和子

前橋ロータリークラブ(群馬県)

皮膚科医

つけてくる患者さんもいます。時には

皮膚科の開業医です。赤ちゃんからお

で迎え、話をよく聞いて診察すること

カチンとくることもありますが、笑顔
年寄りまで、さまざまな人が来院しま

を心掛けています。患者さんの笑顔に

す。最近は自分で事前に調べて診断を

癒やされ、私も小さな幸せを感じます。

柳舘

清典

花輪ロータリークラブ(秋田県)
ホテル

材を利用したお料理と、安心してくつ

令和3年1月号

ホテルを経営しています。秋田県の春

ろいでいただける空間づくりに、スタッ

夏秋冬、豊かな実りを生かした句の食

フと一緒に取り組んでいます。
ロータリーの友

五bめ亮α琉PRID且

高橋

泰孝

出雲ローダノークラブ(島根県)

CG・VFXデザイナー

1999年に「仮面ライダークウガ」の制作に参加し、以降、
「平成仮面ライダーシリーズ」

映画やテレビのV

F

X

(視覚効果)制作の仕事をしていま

す。具体的には、ヒーローの変身、ビルの爆発など、現実
には撮影できない現象をコンピューターで映像化します。
10
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「スーパー戦隊シリーズ」な

どの子ども向け特撮作品を手掛けました。子どもか憧れる

ヒーロー番組の制作に携わる中で、子どもたちの笑顔を見
ることは、自分にとって最大の仕事の活力です。
2021
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NO.1

月bめ7づα職もpRI

上

井戸田

D岳

左下

剛

梅嶋

右下

秀明

小森

則征

大分中央ロータリークラブ(大分県)

壱岐ロータリークラブ(長崎県)

真岡西ロータリークラブ(栃木県)

衣料加工販売

食肉配布

葬儀用生花卸販売業

衣類への加工が生業です。制服や作業服

牧場直営の壱岐牛専門料理店を営んでい

に、刺しゅう・印刷加工を行います。背

ます。長崎県の壱岐島内を飼育環境にし、

景に写るミシンは一度に6枚を同時に仕
上げる工業用ミシンです。コロナ禍で新

島内一貫生産技術と安全な自社生産飼料
に加え、一頭一頭への愛情を大切にした

主にご葬儀のお花の装飾をしています。
故人の人生最後のステージをご遺族の思
いに寄り添うように、お花一本一本、心
を込めて生けています。

たに布マスクの生産にも着手し、好評を

丹念な飼育で、鮮度の良い良質肉をつく

得ました。ものづくりの限りない可能性

ります。文献などにも記されている、歴

(やりがい)と顧客の感動(喜び)を追い

史ある幻の名牛を安全・安価に提供でき

続け、日々変化を求めて頑張ります。

るよう、日々努力しています。

令和3年1月号

ロータリーの友
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励め亮αれ5

左上

木村

右上

浩二

田中

pR音D各

左下

雅史

大根

右下

富男

岡本

弥生

徳島眉山ローダノークラブ(徳島県)

新潟南ローダノークラブ(新潟県)

七尾ロータリークラブ(石IiI県)

河内長野高野街道ローダノークラブ(大阪

学校

和菓子製造小売

水産食品製造

企画および運営

四国大学の施設課で働いていま

和菓子を製造する当店の看板商

この地で奈良時代からつくり継

社会のI

す。学生の皆さんが安心、安全、

品は、笹だんごです。ここ越後・

がれる日本の伝統珍味「このわ

快適なキャンパスライフを過ご

新潟では、昔から各家庭で自慢
の笹だんごを山ほどつくって、

た」や「千くちこ」などのナマ

持管理業務を行っています。背
景の建物は、一昨年の11月に
竣工した「しらさぎセミナーハ

みんなで分け合う風習があり、
新潟大のソウルフードともいう

の風土に育まれ培われた伝統珍

べき郷土菓子です。そんな良き

文化を守り継ぎ、次代が求める

ウス」です。スポーツ競技部や

伝統を守りつつ、お菓子で笑顔

新しいナマコ文化を発信してい

ゼミ研究室の学生が合宿を行え
る施設です。

と幸せをつくり出せるよう、従

ます。

スマートフォンは電話のほか、
財布、カーナビ、スケジュール
管理など、生活になくてはなら
ない存在です。私の仕事は持ち
運び可能なモバイルバッテリー
のレンタル事業です。街中で充
電器をレンタル・返却できる環
境をつくり、バッテリー切れの
心配をなくして、安心を提供し

せるよう、大学施設の新設や維

業員と一緒に頑張っています。

コ珍味づくりが生業です。能登

味の里を誇りに、日本の伝統食

T化が進んでいます。

ます。
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層ねめrianるpR看回岳

伊藤

英幸

東京大森ロータリークラブ(東京都)

電気機械器具製造
長年培ったヒーター技術を生かし、コンビニのレジカウンター
に設置されている「フライドチキンを温めるホットショーケー
ス」、

「肉まん・あんまんの蒸し器」、

「缶・ペットボトルを温

める飲料ウオーマー」などの開発・製造・販売を行っていま

す。これらの製品を通じて「あただかさ」を「かたち」にし
て、全国のお客さまに届けています。

岩下いずみ

野村

鹿児島サザンウインドロータリークラブ(鹿児島県)

鳥羽ロータリークラブ(三重県)

犬猫美容院

観光事業

ドッグサロンを経営しています。ペットホテルで犬の世話を

したり、シャンプー・カットでかわいく仕上げたりします。

海女が捕った鯉の身を殻から外し、細長くかつらむきにして
天日に干し、伸ばしたものを焚斗鯉といいます。鳥羽の国崎

飼い主のお出迎えの瞬間は、犬も自然と最高の笑顔になりま
す。その笑顔に店内も優しい雰囲気に包まれます。私の仕事

様の大好物ということから、

は、顧客とワンちゃんの笑顔をつくることだと思います。

「商売を伸ばす」と延命長寿や商売繁盛の縁起物として喜ばれ

一弘

では2,000年前から伊勢神宮のご撞叢としてつくられ、大神
「ご神徳がある」

「寿命を延ばす」

てきました。大事な日本の文化を守り続けていきます。

令和3年1月号

ローダノーの友
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BoめrめれるPR音D各

マン!

中川

雅雄

東京浅草ロータリークラブ(東京都)

祭り用品

請摺諾黒

足袋など)を製造・販売して
いま証し‡寮に1度の諏訪大社
の「御柱祭」や、

20年に1度

の伊勢神宮遷宮での「お岩若
茜行事」などで使用されるこ
とは、社訓の「日本の伝統文

化の継承」を実感できるもの
と自負しています。これから

も日本の伝統文化を守り続け
たいと思います。

14
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BoiαrあれるPR看〇日

浦里

浩司

つくば学園ロータリークラブ(茨城県)

酒造

日本は古来「豊聾績諾騒乱

宙本類
霧沌粧

と呼ばれ、稲穂に実った米を

主食としてきました。主食の

ミ\誓饗とと三顧誓F聖苧
は「国酒」です。当社は明治
10年に創業、私は5代目とし

て日本酒醸造を生業としてい
ます。当クラブの乾杯も、必
ヾなつ乙.ず日本酒です。

属b胸高α7誇PRID各
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1わめγあれるPRI回書

̀̀砲球は一つの国であり、人類はその市民である
(柵e

ear鳳is

b11t

Orle

CO肌卸y,伽d

m伽闘nd砧c砧zeus.)

ロータリーは、世界にボーダーレスで奉仕できる
とても良いコミュニティーであり、

その点において私とマッチしました。

世界が平和で幸福であるために、
これからも愛を配り続けます二

マスウド

ソバハ二

高松南ロータリークラブ(香川県)

じゅうたん配布

高松の地に会社を設立して33
年。たくさんの方々のご縁と助
けを得て、私は「おかげさまで
す」と心より感謝しています。
いつも瀬戸内と日本の皆さんへ
愛を返したいと思っています。
今、世界は長引くパンデミック
の脅威に、外出も仕事も制限さ
れ、文化活動は後回し……。こ
の沈んだ空気を少しでも明るく

元気にしたい、力の源になりた
いと強く思います。私のビジネ

スは、出身地イランが誇るペル
シャじゅうたんの販売です。日
本の皆さまに広く知ってもらい、

自然の素材と人間の手技による

芸術に触れ、癒やされてもらい
たいです。もう一つは健康と美
容に良いオリーブオイルやナッ

ツなど、おいしく素晴らしい食
品を提供することです。

令和3年1月号

ロータリーの友
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新型コロナになんて負けない!
きみちゃんと歩こう高田高校傭書AC.tw。音k

コロナ禍で落ち込むお年寄りを励ましたい′
高田高校仏青i

私たち高田高校私書インターアクトクラブ(I

AC副部長

菊池加奈子

AC)

きみちゃんの娘さんで、だいじこファミリー代表の野

は2019年、認知症サポーター養成講座を受講したこと

田啓子さんからそのことを聞いた私たちインターアクタ

から、市民団体・だいじこファミリーの活動のお手伝い

ーは、落胆するきみちゃんを励まそうと、代替イベント

をするようになりました。だいじこファミリーは、認知

「だいじこウオーク」に協力することにしました。

症があってもなくても誰にでも優しい街を目指し、その

ソーシャルディスタンスを保ちながら参加者同士のつ

応援者であるサポーターを増やす活動を行っています。

ながりを感じられる工夫ができないか、とクラブ内で話

2016年からは認知症の啓発を目的としたリレーマラソ

し合い、みんなが子どもの頃遊んだ

ン「RUN伴」にも参加してきましたが、昨年は新型

ようということになりました。クラブで案を出し合い、

コロナ禍の影響で大会は中止。この大会に毎回参加して

参加者の皆さんが楽しめて元気が出るように、電車を形

いた、だいじこファミリーの一人で、

「きみちゃん」と

作るひもはかわいらしい色やリボンを利用し、参加者一

呼ばれて親しまれているアルツハイマー型認知症の宮木

人一人にハート形のカラフルな名札も準備しました。制

きみゑさん(当時86歳)は大変落ち込んだそうです。

作時には苦労もありましたが、私たち自身もきみちゃん

電車ごっこ,,をし

アルツハイマー型認知症の宮木きみゑさんが毎年楽しみにしていたリレーマラソンが昨年は新型コロナ禍
の影響で中止になりました。娘の野田啓子さんから中止の喜報を聞き、がっかりする宮木さん。しかし、時
間がたつと中止になったことを忘れてしまいます。説明するたびにがっかりする母を見て、野田さんはイン
ターアクターに協力を申し出ました。

写真左ページから時計回りに:イン
ターアクターと笑顔で歩くきみちゃん
(中央先頭)。境内も気を付けて歩き

ま-丸事前準備は入念に。藤堂とら
まるくんも参加。ソーシャルディスタ
ンスを保って歩く。歩く。

と歩けるのが楽しみになってきました。

10月24日、当日は天候に恵まれ、津藩初代藩主・

藤堂高虎をモチーフにしたご当地ゆるキャラ・藤堂とら

まるくんにも参加してもらいました。私たちは、認知症

こ

ナ禍で中止になり、走る機会を失い元気がなかった私

サポーターであることの日印としてオレンジ色のTシャ

の母・きみちゃんですが、その代替として企画した「だ

ツやタオルなどを身に着け、はりきって参加。悪日山観

いじこウオーク」にインターアクターの皆さんが協力

音寺(津観音)の境内や商店街を、約1時間かけて歩き
ました。

「きみちゃんはうれしそうだね」と声を掛けて

してくださったおかげで元気が復活しました。
;

もらい、きみちゃんや他のだいじこファミリーのうれし

高校生の若い人たちと歩く中で、母は飛び切りの笑
顔を見せてくれました。その母の笑顔を見て、私はう

れしくてとても幸せな気持ちになりました。

そうな笑顔も見ることができました。本当にお手伝いが
できて良かっだと思いました。

毎年楽しみにしていた「RUN伴」マラソンがコロ

I

ことわざにもありますが、

「習うより憤れよ」で認

i

これからも社会貢献につながるご縁があれば私たち
ば積極的にお手伝いしていきたいと考えています。
(第2630地区

三重県)

知症のあるなしにかかわらず、お年寄りとどんどん接
してもらえればと思います。皆さんと-緒にいられる

だけでお年寄りは元気になれるのです。これからもど
うぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ヽ〇一〇̲〇〇〇一〇-●"

〇〇〇●〇一一〇●

〇一〇〇

-輸〇一-〇〇一一

′

具だ◆ふ・季曾̲農○○-タ
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二日嶋鯵の寄義軍e裏
書eの農高′農事小

▲二重l農▲ニー̲▲l富く′
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-
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世界中の
ロータリープロジェクト

RO丁ARYl冊から

磐甜革置。
イギリス

臆享イツトチヤ￣チ ロ￣タリ￣クラブ(R?月よ
乳幼児や子どものためのケア用品を配布する慈善団

作。新型コロナのパンデミックが発生すると、同ク
ラブは今回の活動に協力を申し入れているエクスシ

体を支援するため、編み物ができる人へ協力を呼び

ェル・マーシアR

掛けました。会員の家族、友人、その他ボランティ

ベア86個を送付。こうして、新型コロナ感染症が

アが制作した手作りテディベアと共に、洗面用具、

広がっていく中でもバッグ制作は続けられました。

Cにバッグに入れるためのテディ

バディ・バッグ"を「愛

「ロックダウン中は外出できませんでしたが、編み

を込めて」作った、と前会長のペギ一・マロックさ

物は続けたのです。友人の中には200個以上もテデ

んは言います。一方、さまざまな年齢層向けに作ら

ィベアを作ってくれた人もいます。ポイットチャー

れたバディ・バッグ作りには、同地区内の数クラブ

チR

も参加し、

大きなテディベアを作ってくれている最中です」と

書籍、ペン、洋服などを入れた

4万ドル(約416万円)近くの募金が集

まりました。

C会長の90歳代のお母さんはとてもかわいい、

マロックさんは言います。

2019年後半、同クラブは180個のバッグを制

80億的レ
動物の縫いぐるみや高級なおもちゃの
2018年イギリスの市場規模

ナイジェリア
ナイジェリアでは衛生状態の悪さか

さんは言います。

ら、年間何万人もの子どもたちが命を

同クラブは地元だけでなく、国内全

落としています。その一因は、大量の

体の衛生習慣を重要視しています。ナ

ごみが不法投棄されていることにあり

イジェリア北東部でのボコ・ハラムに

ます。首都アブジャのザボン・ラグブ

よるテロ行為で故郷を追われた人々が

地域では仮設のごみ捨て場によって

集まる四つの難民キャンプへの支援活

近くの水路が汚染される危険があった

動も行っています。

ため、会員数27人のアブジャ・キャ

ピタル・テリトリーRCはその場所の
清掃を実施。

2020年2月に、同クラ

ブの会員7人がプロジェクトを企画
し、

500tのごみを処理場に移動しま

した。

8時間の交代制で3日間にわ

たり、

45回に分けてトラックで移動

した、と同クラブの2019-20年度

会長であるディディアマカ・ウチュノ
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アメリカ
アイオワ州ブーンには鉄道の歴史があ
ります。今日ではユニオン・パシフィッ

ク鉄道がこの地域に住む人の多くを雇用
していますが、

1866年にブーン駅を建

てたのは、その前身であるシカゴ&ノー
ス・ウェスタン鉄道です。クラブの創立

12%

100周年諦念に、ブーンRCは年代物
の車両で町を飾ることにしました。
7月に、蒸気機関車、炭水車、客車を

栄養失調の
パキスタン人の割合

トラックで町に運んできました。どれも

ブーン観光渓谷鉄道の寄贈によるもので

す。サンドブラストで磨き上げ、ペン

パキスタン

キを塗り直して、幹線道路30号線脇の

2020年1月に、カラチ・コスモポリタン・ローターアクトクラブ

町の入り口にランドマークとして設置。

(RAC)はカラチ・ストライヴァーズRACと協力して、子ども連れ

「ブーンを訪れる人々を、印象に残る形

の家族も含む何十人ものホームレスにスープを配る「

プロ

で出迎えたいんです」と、復元プロジェ

ジェクト」を実施。同国最大規模の病院・シンド透析・腎臓移植センター

クトのリーダーを務めたデイヴ・クッ

付近の路上で150人近い人たちにスープを配りました。かかった費用

クさんは言います。プロジェクトの第1

はわずか30ドル(約3,000円)で、ローターアクターたちが負担し

段階には的20万ドル(約2,000万円)

暖かい冬

ました。

の費用がかかりましたが、地元の団体

両クラブは新型コロナウイルスの流行中も活動を継続。

8月には遺伝

や企業、第6000地区も協力。さらに、

性貧血であるサラセミア患者のために輸血キャンペーンを実施、また、

列車付近の小道や景観の整備、照明や、

100世帯に食料を配り、200世帯を対象としたメディカル・キャンプ(健

案内所の設置などを予定しています。

康診断)を主催し、自閉症や乳がんへの意識向上セミナーを実施するな

ど地域社会で支援を必要としている人々のために活動しています。

工ルサルバドl
エルサルバドルのサンタ・アナ近辺の子どもたちを犯罪組織から

守るために、アメリカ・カリフォルニア州のサンノゼRCは地元の
サンタアナ・シウダード・エロイカRCと共同プロジェクトを実施
しました。

カントン・ロス・アマテス小学校にマーチングバンドを創設する

ために、トランペットやパーカッションなど18の楽器の購入費
用として2,200ドル(約23万円)を寄付しました。この小学校

と近隣3校へは、サンノゼRCと会員のマイケ)レフルトンさん、
その妻モイラさんの三者が、総額1万5,000ドル(約156万円)

を寄付。

2020年前半に調理室を増築、特別支援学級用テレビの設

置、パソコンの購入に充てられました。
フルトンさんは「エルサルバドルは青少年にとって世界中で最も

危険な国の一つである一方で、小さな出来事が大きな違いを生み出
す希望の持てる国」とも言います。このプロジェクトは2021年も

継続して行われます。

-BRAD

W輸BER

10校のうち6校
合和3年1月号

エルサルバドルで犯罪組織による
暴力にさらされている学校の数
ロータリーの友
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ロシア中央部︑ウラル地域にあるロシア四大都市の一つ︒的㌔㍍西にはヨーロッパとアジアの境

ロシア・工カテリンブルクで

㌻米山から世界の町へ⑤
マ〃タ

(公財)ロータiノ-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

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

CopyTrans

日本部門コミュニケーションスペシャリスト

ズソワ・エブゲ二アさん
(ロシア/2018-

「ズドラーストウィチェ!

19/大田RC)

(こんにちは)」

私は2018年から1年間、米山奨学生として島根県の大田ロータリークラブ(RC)

の皆さんに大変お世話になりました。留学前、大学で日本の歴史を学び、ある程度は

知識があると思っていましたが、実際には米山奨学生になって初めて日本の文化に触
れられたと思っています。特に、カウンセラーの波多野諭さんには心から感謝してい
ます。当時、私は島根県立大学大学院修士課程で、日本の儀式に関する研究をしてい
ました。波多野さんは地域のお寺や神社で、住職や宮司の方から直接話を聞くチャン

スをくれました。かわいい巫女装束を着て、豆まきをしたことも忘れられません。夏
祭りでは憧れの浴衣を着て、地域住民と一緒に輪になって、日本の盆踊りを楽しみま
した。数え切れないほど、たくさんの経験と思い出をプレゼントしてくれました。

その波多野さんが昨年7月に亡くなりました。計報を聞いた時、私はロシアにい
て葬儀に駆け付けることができませんでした。だからこの原稿は、お世話になった波
多野さんと、そのご家族への感謝を込めて書きたいと思っています。
私は帰国後、スイス系I

T企業が2016年に開設したエカテリンブルクオフィスで、

日本語と英語の能力を生かして仕事をしています。社内公用語は英語ですが、ドイツ

語やフランス語、スペイン語、日本語を話せるスタッフが多く、グローバルな雰囲気
です。私は日本部門を担当し、開発した自社ソフトウエアに関する日本語サイトの管
理、記事の英和・露和の翻訳などを行っています。

オフィスがあるビジネスセンターの周辺は、どことなく日本の景色に似ていると思
いませんか?

毎朝、ビル街を見上げるたび、日本のことを思い出しています。会

2021
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社が入っているビルは「エリツィンセンター」と呼ばれ、

ビル内には、エカテリンブルク州出身でロシア連邦初代
大統領のボリス・エリツィン氏(1931へ2007)の博物

館があります。

帰国後もロータリークラブのことを忘れていません。
インターネットで地元のクラブを調べてみたところ、故
郷のベルミ市にベルミRCがあると知り、例会に参加し
ました。ベルミRCは20年以上の歴史があり、教育環境

が整っていない農村部で、優秀な子どもたちへの教育支

援プロジェクトを実施しているということでした。母国
のロータリアンと知り合い、その活動を知ることで、私
自身の視野がさらに広がった気がしています。
波多野さん、私は素晴らしい人との出会いに恵まれ、

毎日元気に頑張って仕事をしています。本当にあり

写真上下:勤務す

がとうございました。そして大田RCの皆さん、日

るビル(右側の円

本のロータリーの皆さんへ、心から感謝しています。

筒形の建物)を含
む、昼と夜の景色

※米山記念奨学事業、または「よねやまだより」へのお問い合わせは、
Tei

令和3年1月号

:

03-3434-8681

Fax

:

03-3578-8281

(公財)ロータリー米山記念奨学会まで

Eメール:

maii@rotary-yOneyama.O「jp

ロータリーの友
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大人の㊥
テ臆マ:礼服(慶事編)
正装をするというのは、礼を尽くす心を表すための行為です。

「私はあなたを

大切に思っています」という思いを伝えることができます。同時に、普段と
は違う服装に身を包むことで、改めて自分自身を厳かな気持ちにさせる意味
も込められています。

「襟を正す」という言葉からも、衣服を改めるという行

為には、精神的な意味が込められていることが分かります。今月号では、慶
事に着用する礼服のルール、マナーを紹介します。

時間・立場・行事で区別
大きく分けて礼服には、男女共に「正
礼装」、

「準礼装」、

「略礼装」がありま

地域などによって若干の差はあると

思いますが、招待される立場での衣装
にも、気を配る必要があります。主賓

す。慶事の種類や行われる時間帯に

をはじめ、あいさつなどをする場合は、

よって着分ける必要があります。

昼の準礼装といわれる、ディレクター

それでは、実際のシーン別、時間帯
に分けてお話しします。

昼の慶事
昼の正礼装はモーニングコートです。

結婚式では両家の男親が着用します。

ズスーツが望ましいでしょう。モーニ
ングコートを略礼服(ブラックスーツ)

の上着に替えたものです。この場合も、
ベストはグレー、ネクタイは白かグレー

を選びましょう。

特にスピーチなどの出番がない場合

新内閣が発足した時の映像や写真でも

は、略礼服か、濃い光沢感のある無地

目にするスタイルです。モーニングコー

のスーツであれば問題はありません。

トは黒とグレーのしま柄が入ったコー

ただし気を付けるポイントがあります。

ルパンツと呼ばれるスラックスと共に

いくらおめでたい席だからといって、

着用します。この場合、グレー部分が

主張の強い派手なネクタイは避けま

多い明るい生地のスラックスを選択し

しょう。主役より目立たないように、

ます。ベストもグレー、ネクタイもベ

光沢のある、パステルカラーがお薦め

ストに合わせて白とグレーでコーディ

です。

ネートします。顔周りの色を明るくす
ると、印象も明るくなります。

ちなみにモーニングコートは、おめ

また、動物の殺生をイメージさせる
という理由で、アニマル柄はおめでた

い席では忌み嫌われます。スエード、

安穏武史

でたい席だけではなく弔事でも着用し

クロコダイルやヘビ皮の靴や小物も避

As食ka

ます。このため、コールパンツは明る

けましょう。

Ta長eshi

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」

26

ル度が一気に上がりますよ。

ロータリーの友

めと暗め(グレー部分が濃いグレー)

周りと少し差をつけたい場合は、袖

の2本を持っておけば シーン別での

のカフリンクスや、ちょうネクタイの

使い分けができます。入学式、卒業式、

時にシャツに使うスタッドボタンをし

会社周年行事などの式典で、フォーマ

てはいかがでしょうか?

之021

カフリンク

VOし.69

NO.1

*えんび服・タキシードのパンツは黒。えんび服のネクタイは白、タキシードは黒を着用します

スにはさまざまな素材・種類がありま

襟)とピークドラペルがありますが、

すが、金属系のシルバーがお勧めです。

ピークドラペルをお薦めしておきま

チーフとネクタイの色の組み合わせは

しょう。その理由は、ホテルマンが着

同色が基本ですが、白いチーフであれ

用しているスーツがショールカラーの

ば、ネクタイはパステルカラーならお

タキシードに似て見えるため、他の参

好みに合わせて選んでください。チー

加者に「水割りください白 と声を掛

フの形に遊びが入る余裕もほしいとこ

けられるから、とか……。

ろです。工夫次第で一気に、すてきに
なるでしょう。

夜のお祝いには

夕方のパーティーはどっち?
着分ける目安は、結論から言うと、
行事が終わる時間

で決まります。一

夜の正礼装は、えんび服(テイルコー

番悩むのが夕方くらいから始まる行事

ト)です。ノーベル賞受賞者、宮中晩

です。上記原則でいくと、終了時刻は

さん会、音楽家の方などが着ているの

日没間違いなしですので「夜の服装を

を目にしますが、通常、着用する機会

選べばよい」となります。その際、季

は残念ながらほとんどありません。

節のことも考慮してください。夏と冬

準礼装は、黒のタキシードです。下

では日没時間も違ってきますよ。

襟の部分がシルクで、パンツにも側章
(サイド・ストライプといい、両側面に

デザインされた1本もしくは2本のテー

*襟のデザインについては『友』

2020年

10月号本欄P20へ21をご参照ください

プ)が入ります。ベースの生地が黒以
外の色になると、カジュアル度が増し
てしまいますのでご注意を。

藻の形にもショールカラー(へちま

3年1月号

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

世界に広めるキャンぺ-ンを展開しています。多くのクラブがこのキャンぺ-ンに

参加することによって、私たちのメッセージはより一層広まります。
ロータリーブランドリソースセンター(rotary.ong/brandcenter)には、

あなたのクラブのストーリーを伝えるためのツールが満載。
私たちのメッセージを世界に伝えていきましょう。

Rotary

世界を変える行動人

そして、一業種一会員制を導入したことで
お互いの警戒心がないため、困ったときには
皆が知恵を出し合いました。

そして、ドナルド・カーターの言葉を受けたポールは‥

参加者のニーズを大切に
会員も、活動にかかわった人も、ベテラン会員も、初めての参加者も、すべての人が

積極的にかかわり、充実した経験を味わえるようにしたいと私たちは考えています。
しかし、必ずしもそうなっているとは限りません。だからこそ、今、行動すべきです。

参加者がロータリーに何を求めているのかを尋ね、価値ある経験ができる機会を
提供しましょう。そうすれば、もっと多くの参加と支援が促されるはずです。

今からすべきこと
クラブでの参加状況を把握し、改善への意欲を高める新しい方法を考える
より大きな価値を提供する機会を作り出す

他団体(トーストマスターズ・インターナショナル等)との協力を通じて
リーダーシップのスキルを磨く

個人的・職業的に参加できる新たな機会を提供する
*アメリカ発祥の非営利団体。話すことを通じて人とのかかわり方のスキルの上達を目指しています。

クラブでできること

詳しくは、ロータリー行動計画のページをご覧ください。
rotary.org/aくtionplan

令和3年1月号

ロータリーの友

2020

-21年度地区大会略報1

2020-21年度

地区大会略報
案

成田守夫ガバナー

2019年の台風被害、昨今のコロナ禍を

乗り越え、成田ガバナーの指導とホストクラブの周到な準備、

古川静男直前ガバナーの助言など多くの力を結集して開催。
1日だけの開催とし、当日は53クラブ380人が入場、その他

の会員はウェブ上での参加となりました。前京都大学総長・

ロータリーは機会の扉を開く

山極喜一氏の記念講演「新型コロナウイルス後の人間社会」
は、ゴリラの生態から人類の未来を予見する、示唆に富んだ内

容。また、親睦の機会が制限される申、大会プログラムに新会

員の名前を列挙し、地区内での周知を図る工夫をしました。

菊池捷男ガIけ-

会。木下光一R

新型コロナ対策を徹底して臨んだ今大
I会長代理は2日日の本会議において、ホ

久保田英男ガバナー

R

I会長代理の派遣を受けず、

1日に短

縮しての開催です。地元自治体への寄付は、久保田ガバナー

ルガ一・クナークR重会長のメッセージやロータリーの役割、

が9月中に出向いて贈呈。記念講演などのイベント、飲食の

ロータリアンのあるべき姿について熱く語り掛けました。記

提供も中止し、大会当日の時間短縮に努めました。出席者を

念講演は宇宙航空研究開発機構(J

地区役員、クラブ会長・会長エレクト・幹事に制限した代わ

AXA)シニアフェロ一・

月旧淳一郎氏の「『はやぶさ式思考法』で令和の日本を拓く」。

りに、式典を録画したDVDを全会員に配布。寂しさの半面、

懇親会は中止にしましたが、会場各所で旧交を温め合う会員

東京近郊でのコロナ感染拡大の状況を鑑み、会員個々の安全・

の姿がありました。また、大会記念事業として岡山市内全小

安心を第一にコンパクトに集約した大会は、今後の会合の在

学校95校に10冊ずつ、図書を寄贈しました。

り方を模索する上で、新たな扉を開く好機ともなりました。

38
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2020

森本敬三ガバナー

新型コロナ禍の中、

R

I会長代理を招

相原茂吉ガ/け-

-21年度地区大会略報i

「New

Nomal

-

Navigating

the

New

へいしないなど 例年とは全く装いを変えた1日だけの大

Normal

会。出席はバストガバナー、ガバナー補佐、クラブ会長・幹

全に、

事ら130人余に限り、その他の会員には動画配信サービス・

長代理は、

YouTubeで中継しました。当地ゆかりの武将・那須与一に

また、記念講演は登山家の三浦雄一郎・豪太親子によるリモー

ちなんで創作された与一太鼓で開幕。各種報告や議案審議、

ト対談で、

表彰なども滞りなく、

演題通り、目標を持つことの大切さを学びました。オンライ

230人が参加した前日の記念ゴルフ

大会も含め、ホストクラブの会員25人で全力貫徹。

「すがす

がしく気持ちの良い大会だった」と参加者から好評でした。

in

Rotary

-」の大会テーマの下、感染予防策を万

2日を1日に短縮して開催しました。田中久夫RI会

R量の現状とロータリアンが歩むべき道を示唆。
「夢に勇気を-人生のエベレストを目指して」の

ンによる実況中継は、会場に来られなかった地区内外のロー
タリアンにも評価され、非常に有意義な大会となりました。

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

「これって、

ロータリーの常識なの?」といった素朴な疑問を、いま-度「続編磐磐(遠慮することなく議論)」しませんか?

一般社団法人ロータリーの友事務所
〒重05-0011東京都港区芝公園2-6-15
Fax.

令和う年1月号

O3-3436-5956

黒龍芝公園ビル4階

Eメールhensyu@rotary-nO-tOmOjp

口霊豊国
WWVWrOtary」nortomOjp

回

ロータリーの友
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ニュージェネレーション
縁あってロータリーに触れた若者た

NEW

GENERA丁案ON

困難な中でも自信をつけた
ローテックス

松尾

陸

ち。彼らはいま、何を思い、どんな
ことに挑戦しているのでしょうが。

分で見つけつくり出すもの、
そう感じたのです。この閉塞
的な世界情勢では、自らがポ
ジティブでないと生き抜けま

アメリカへの留学は出国前に描いていたものとはまる

せん。留学の1年を通して、

で違ったものになりました。新型コロナの影響で街はロ

かなり自信がついたと思いま

ックダウン。通っていた学校は2カ月以上の休校、ロ

す。いつか自分が壁にぶつか

ータリーの行事や、ホストファミリーが計画してくれた

った時に、高校生の時にアメ

行事も全てなくなりました。早期帰国の許可が下りてい

リカで1年間過ごせたこと

た中、私は残る決断をしました。なぜなら、ホストファ

や、慣れない海外で一人、現

ミリーが「旅行は行けないけれど ここに残っていてい

地の高校に通っていたことを思い出せば この経験は大

いよ。あなたは家族なのだから邪魔なことなんてない」

きな支えになると考えています。

と、とても温かく親切に受け入れてくれたからです。お

世界で活躍するシェフを目指している私は、この1

かげで、予定通りの日程で留学を終えました。そのよう

年を自分にとっての始まり、原点として捉え、この先の

な状況下でも、家で家族と過ごした日々は忘れられない

困難は、ここで得た自信を糧に乗り越えていきます。

ものになりました。

愛知県名古屋市出身。愛知県立中村高校3年。

この不思議な期間を過ごしていく中で、気持ちの変化
も起こりました。楽しみは与えられるものではなく、自

誰もが生きやすい社会に
ローターアクター

石戸谷蒸篭

2019-之0年度第

2760地区青少年交換学生としてアメリカへ派遣。ホストクラブ:

名古屋北R

C。趣味は料理、サッカー観戦。

番の解決策だと考えます。しかし、すぐに変えることは
困難です。まずは身近なところから始めようと、例えば

子どもを対象として、医療、行政だけでは手の届かない

支援に目を向けました。医療は病気を治すのが目的で
私は病気や障

あって、不登校の子どもが学校に通いやすいように、最

害のある人々で

後までサポートするのには限界があります。スクールカ

も生きやすい社

ウンセラーや、不登校の子どもを支援する団体もありま

会をつくりたい

すが、カウンセラーの訪問は不定期で、団体に支援を求

と考えていま

めると費用もかかります。

す。そのために

そこで私は、ソーシャルサポーターとして、教育や行

は社会から病気

政に関わる組織をつくり、助けてくれる人を増やしたい

や障害に対する

と考えています。心のケアをしつつ、時には、親と子の

偏見をなくさなければいけないと感じています。困って

間に入って話を聞き、互いの意見を調整します。そして

いる人を助けたいという思いは、

最終的には、不登校の子どもを減らしていきたいと思っ

「助ける二ボランティ

ア」という考えにつながり、ロータリアンの祖父にボラ

ンティア活動をしたいという意思を伝えたところ、ロー
ターアクトクラブを紹介され、入会しました。

社会を変えるには、法と人々の考え方を変えるのが一

ています。
青森県弘前市在住。弘前RAC会貝。趣味は映画・音楽の鑑賞。
児童虐待を防ぐために行政や教育現場、児童相談所はどのように
働き掛けているのか、いつも気にしています,

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

今月はクロスワード。パズルは鵜殿的な問題で、ご家族
の方も楽しめます。ただし、二重枠に入った文字を入れて

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

二重枠に入った文字をAからEの順に並び替えてできる言葉は何でしょう?
ヨコのカギ
1

2021年は十二支ではこの動物

小学生の背中のお供
1月7日には七草のものを

2

3

6

振り子運動が楽しめる公園の遊具
輪郭に目鼻を置いていく、昔ながらの正月の遊び

8

鵜氏の蝦夷や入鹿は大化の改新で滅ぼされた

9

言いたい放題に言うこと

4

10

みかんの一種。

8月1日という意味だが毎年1月頃から出回る

11百の百倍
鍋物の具にも使われる、春の七草のひとつ
お雑煮には欠かせない

14
16

タテのカギ
1

1853年にペリーが来航した三滴半島の地

3

曲がること。曲がり角に鵜ミラーがあることも

5

反対語は「偽」

6

田口□□□□

1月はまだまだこの季節

7

-厳禁なので靴は脱いでください

重4

反対語は「動」

9

反対語は「音」

15

ネギを背負ってくるとうれしい

10

2020年で生誕百周年だった、漫画「サザエさん」の作者

17

体を健康に保つため、食前や食後や食間に

12

年賀状にもよく描かれる烏

18

お正月のごちそうといえば-料理。

13

天井とかもいの間。透かし彫りの板が取り付けられたりする

撃墜
毎月与人に
『ローダノーの友』ロゴ入り

日本けん玉協会公認

お垂に詰める家も多い

◆パズルdeローダノー応募方法◆

郵送での応募は郵便はがきに、

①

「1

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

〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル4階

(一社)ロータリーの友事務所P係までお送りください。④に関する回答は、

「声」桐(縦組み)に転載させていただくことがあります。会員以外のご
応募も大歓迎です。
WE

B応募は下請のURL、または右の2次元コードから。

「競技用けん玉」を
プレゼント=

rotary-nO-tOmO

j

p/puzzle.php

◆締め切り◆

2021年2月10日(水)必着

●パズルdeロータリー(10月号)の答えと当選者は、横組みP48に掲載していま、丸

令和3年1月号

ロータリーの友
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いつでもどこでも『回書タリ臆の友』

会プログラムに継続するものとし

タリアンやローターアクターから

て、台北で2日間の直接会う形式

もバーチャルでフィードバックを

の会合を開くことに同意しました。

募ることを要請しました。

・コロナウイルスの世界的流行によ

・地区が、有益であると考えられる

り、ロータリアンがオンラインで

場合、バーチャルおよびバーチャ

国際ロータリー理事会会合

の研修リソースにうまく移行して

ル/直接会う地区大会を開催する

(2020年10月・11月)の1イライト

いることを認識し、世界的流行が

よう奨励しました。この目的は、

2020-21年度国際ロータリー

終息した後も、オンラインと直接

効率性、効果、コスト節約、開放

(R重)理事会は10月26日ならび

会う形式両方の学習オプションを

性を実現するためです。

に11月18・19日にバーチャルで会

あわせた柔軟な研修アプローチに

・コロナウイルスの世界的流行へ

合を開き、

適応するよう、クラブと地区に推

の引き続きの対応として、ロー

奨しました。

タリーが資金を提供する旅行を

9の委員会報告を確認し、

27の決定を行いました。

・台北国際大会のすべての登録カテ
プログラム・表彰関連

ゴリーにおける現在の割引登録

理事会は、

料金の適応期間を、

・ロータリーコーディネーター

2021年2月

15日まで延長しました。

(RC)またはロータリー公共イ

した。

・2021-22年度のR重とロータ

リー財団の年次目標を以下の通り
採択しました。

メージコーディネーター(RPI

運営・財務関連

C)の役職を務めるにあたっての

理事会は、

優先事項1

「より大きなインパク

バストガバナーという資格要件を

・クナーク会長からの推薦を受け、

削除した9月の決定を明確にし、

ジェニファー・ジョーンズ氏の

バストガバナーではない人の場合

ロータリー財団管理委員としての

は、役職を務めるために必要な「地

残りの任期を務めるため、へンド

区とゾーンのリーダーシップとの

リーン・ディーン・ロース氏を選

億2,500万ドルとし、年次基

強固な関係」を持ち合わせていな

出しました。

金とポリオプラスへの寄付を

ければならないという点をさらに

・メータ会長エレクトの2021-

トをもたらすiの目標

1.ポリオを根絶し、ロータリー
の役割を強調する。
2.

2025年までに恒久基金を20

増やす。

22年度委員会構成(4つの理事

3.以下の項目における測定可能

会の委員会も含む)を審査しまし

なインパクトを向上させ、効果

行が継続していることを受け、

た:執行、運営、プログラム、規

的にコミュニケーションする:

2021年6月30日まで、長期な

定審議会諮問と12の常設委員会:

aクラブによる奉仕プロジェ

らびに短期の青少年交換を制限す

監査、

2022年ヒューストン国際

ることに同意しました。

大会、

2023年メルボルン国際大

強調しました。

・新型コロナウイルスの世界的流

クト

b.地区補助金、グローバル補

会、コミュニケーション、定款・

助金、大規模プログラム、

めの12人という創設会員の推奨

細則、地区編成、選挙審査、財務、

ポリオプラス、ロータリー

人数を奨励するために、標準ロー

会員増強、運営審査、ローターア

平和センター

ターアクトグラブ定款を改訂しま

クト、戦略計画。メータ会長エレ

4.人道的プロジェクトの世界的

した。

クトは、理事会に助言する5つ

な実績を向上させるため、政

「難民、強制退去者、移住者のた

のほかの委員会を計画しました:

府機関との機会も含め、新た

めのロータリー行動グループ」を

2022年国際協議会、インターア

なパートナーシップを築く。

認証しました。

クト諮問、リーダーシップ開発・

5.より大きなインパクトをもた

研修、ロータリーの未来形成、若

らすため、プログラムを通じ

年バストガバナー。

た活動に焦点を当てる。

・新ローターアクトクラブ設立のた

・

会合関連

・ロータリーの新たな構造モデルの

理事会は、
・

2021年3月31日まで制限しま

2021年2

草案についてのディスカッション

優先事項2

月重へ11日の間にバーチャルで

を継続し、ロータリーの未来形成

る」の目標

開催することに同意し、ざらに、

委員会に、ロータリーシニアリー

6.以下の方法で、ロータリーの

2021年R量国際大会が台湾の台

ダーと構造に関するディスカッ

北で行われることを条件に、協議

ションを継続するとともに、ロー

2021年国際協議会を、

令和う年1月号

「参加者の基盤を広げ

会員数を130万人に増やす:
a

既存クラブへの新会員なら
ロータリーの友
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びにより多様な会員の入会
を促すための行動喚起とし
て、

「Each

One,

Bring

台北を食べ尽くす

One

(みんなが一人を入会させ

台湾料理の大半は、中国を起源と

たゼラチン状のスープは、蒸すと液

します。とはいえ、台湾独自の食

体状に溶けます。熱々の小籠包を食

および参加者の参加経路を

文化も進化しています。

べる時には、やけどをしないよう、

作り出すことにより、参加

16日の国際大会では台湾料理をぜ

者の増加と多様化を図る。

ひお試しください。

よう)

(仮訳)」を強調する。

b.新クラブと革新的なクラブ

6月12-

またせっかくのおいしいスープをこ

ぼさないように、レンゲにのせて食

理事、地域リーダー、地区

牛肉麺は、台湾の国民的料理で

べるのがポイントです。

会員増強委員長問の協力と

す。中国四川省の料理に由来する幸

小籠包でお薦めのお店

アカウンタビリティを高め

いスープを使います。八角、丁子

.鼎泰豊(DinTaiFung)ば小鰭

る。

(クローブ)、シナモン、サンショウ、

包で有名なチェーン店で、台北中

薗香で香りづけされたスープを麺に

に店舗を展開しています。日本語

る焦点を当てることを含め、

からめて、柔らかい牛肉と青菜と一

版のウェブサイトはこちら(wwW

ロータリーのブランドとイ

緒に食べます。

dintaifung.com.tw/j

e

7.ソーシャルメディアにさらな

メージを強化する。

牛肉麺でお薦めのお店
.桃源街牛肉麺(Tao

優先事項3

「参加者の積極的なか

かわりを促すiの目標

8.テクノロジーを生かすことを

Yuan

-Susie

Street

L.

。
Ma

2021車台北国際大会の

BeefNoodles)住所:中正区桃源衝

参加登録はこちら

15号

⊂OnVention.「otary.org/ja

・永康牛肉麺館(Yong

Kang

強調し、インターアクトクラ

BeefNoodles)住所:金山南

ブ、ローターアクトクラブ、

路二段31巷17号

ロータリークラブの会員、そ

p/index.php)

小鰭包の発祥は中国の高潮

の他のロータリー参加者の積

とされていますが、台湾の小

極的かかわりを促す。

籠包は皮が薄いことで知られ

9.すべての参加者、特にロータ

ています。異材は主に豚肉で

リークラブとローターアクト

すが、カニや鶏肉などを使う

クラブの間の協力を増やす。

こともあります。皮に包まれ

10.中核的価値観を積極的参加の

中心に据える。
11.ロータリー参加者間のビジネ

スのためのネットワークの機

今後のR

l国際大会

ローターアクト会員数211,714人

2021年6月12へ16日

クラブ数11,077クラブ

台湾・台北

国と地域160以上

会を通じ、積極的参加を向上
させる。

優先事項4

「適応力を高めるiの

インターアクト会員数351,762人

統帥

クラブ数15,294クラブ

全世界ロータリアン総数

国と地域150以上
2020年11月17日現在

1,196,478人

且壁

クラブ数36,397クラブ

12.直接会う会合、研修、ファン

地区数523地区

ドレイジング、奉仕プロジェ

口語霊媒

国と地域200以上

WW耽rotary」nOヰOmOjp

クトを最適化するため、バー

チャル技術の使用を支援・奨
励する。
2019

13,ボランティアのリーダーシッ

プ構成を見直し、責務とアカ
ウンタビリティを向上させる。

掲載ウェブサイト:GP各i

における地域化を支援する。
44
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パキスタン

(世界ポリオ根絶推進活動)

1月1日へ

2018 2017

11月24日

147

12

与4

29

21

14

13与

176

33

22

81

8

http://poiioeradi⊂ation.org/polio-

today/polio-nOW/th

14.ガバナンスとサービスの提供

2020年

is-Week/

アフガニスタン
常

在

国

世界合計
R

I日本事務局財団室NEWS2020年12月号から

2021

VOし.69

NO.1

美しい環境を子どもたちに残そう

スリランカの緑深い森林地帯で育った私は、偉大

命にしようという動きが起こると、この案は採択

な詩人ラビンドラナート・タゴールの言葉をよく思

されました。喫緊の課題であるからです。

い出します。

91年度にパウロV.C.コスタRI会長(当時)は

「木とは、耳を傾ける天に絶え間なく

話し掛けようとする地球の声である」

私たち人類がこの会話を邪魔してばかりなのは、

1990-

環境保全をロータリーの使命に掲げましたが、今日、

私たちば環境保全活動を一つ上の次元へと進化させ

実に悲しいことです。私たちは自然の一部であり、

ます。今、環境は大きな危険にさらされています。

人類は今後の世代のために環境を守る責任を負って

海面が急激に上昇し、大型台風が吹き荒れ、熱帯雨

います。新型コロナウイルスの世界的流行により、

林と野生生物が消滅し、大規模な山火事が起こって

環境破壊と公共衛生への脅威が、これまでになく注

います。気候変動は富裕層も貧困層も関係なく、私

目を浴びることになりました。

たちみんなに影響を及ぼします。

数年前に、私の国スリランカでは国営の電力会社

ロータリーは他の重点分野と同じく、環境破壊に

が東部に2基日の石炭火力発電所を計画していま

も戦略的に挑んでいきます。

した。

1時間に9,300万lもの水読議な生態系

は、結局、環境問題にかかっているのですから。い

を抱える湾岸から吸い上げることになります。そこ

くら疾患と問っても、汚染された環境のせいで再び

は、世界で最大級のマッコウクジラの繁殖場となっ

病気になるようでは憲味がありません。

ている大海へとつながっていて、大量の処理水が大

6つの重点分野の成功

ロータリー財団はこの活動において中心的な役割

海へと放出されると、その有害な化学物質のせいで

を果たします。過去5年間で、

海の生物は命の危険にさらされることになります。

えるグローバル補助金が環境関連のプロジェクトに

1基目の発電所による環境破壊を教訓として、

1,800億ドルを超

活用されてきました。環境保全の活動を行うことで、

私たちは未来の世代にまた一つ、ロータリーの贈り

ら成る連盟が結成され、キャンペーンの実施や訴訟

物を残すことになります。あなたも一鰭に贈り物を

により、メディアや世間、地元の地域社会に発電所

残しませんか。

の危険について警鐘を鳴らしました。そのため世論
が反対に回り、政府は結局、火力発電所の計画を撤

K.

R.

こ8一章o考﹂主こ〇一︺空︺Sつ≡

ロータリアンをはじめとする数多くの公的主導者か

RAVINDRAN

2020-21年度ローダノー財団管理委員長

回しました。このように、一致団結すれば山をも動
かすことができるのです。

ロータリーの一部で環境を新たなロータリーの使
令和3年1月号

編集部注: 2020年7月から新たに加わった7つ目の重
点分野の名称が、 2020年10月のロータリー財団管理
委員会で「Environment

(環境)」に決まりました。

ロータリーの友

4与

握腰間園閏

新ローターアクトクラブ

ローターアクトクラブ名称変更

柳川2020

新井→新井妙高(2与60

(2700

提唱クラブ

・福岡県)

提唱クラブ

柳川

『ロータリーの友』もオンラインで

ロータリー衛星クラブ

「出先で取り急ぎ、

仙台高一白石(2与20・宮城県)

電子版があったんだ!

仙台南

2020年10月9日認可

また、コロナ袖によりいつもの例会が中止になり、建物の中に入れ
なくなったクラブは、

989-0242白石市棚町29

す。その時、

東天閣内

議長:麻生菜穂美

とスマートフォンで『ロータリーの友』と検

ただきました。

例会場:パシフィックホテル白石
〒

『友』誌の記事が必要になって困りましたが、あ、

索。ホームページにたどり着き、事なきを得ました」というお声をい

会員数15人

例会日:第1・3月18:30

事務所:

新井

承認:2020年10月8日

結成:2020年10月20日

スポンサークラブ

・新潟県)

『友』誌の受け取りができない、と慌てたそうで

「そうだ、電子版だ」ということで、初めてアクセスを試

みてくださった例もありました。

幹事:鈴木友厚

川越小江戸アクティブ(2与70・埼玉県)

スポンサークラブ

2020年10月9日認可

例会日:月2回

会員数

重職墨筆まき医員的

川越小江戸
8人

金12:30

例会場:あけぼのホール
事務所:

〒

≒毒手一丁三/≒三田

350-0034川越市仙波町

3-32-3モア・ステージ703

議長:金子貞男

墓室誓三二三∴二当〃

岡部方

幹事:岡部逸機

東京臨海北斗(2与80

・東京都)

スポンサークラブ

東京臨海

2020年10月16日認可

会員数

電子版は友ウェブサイト(wwwrotary-nO-tOmOjp)からご覧いた

だけます。毎月1日に、最新号がアップされます。
なお、閲覧用量D

21人

・パスワードはクラブ苑に、

『友』

2019年4月号発

例会日:水12:30

送時に同封しております。ご不明の点などは、友事務所へご一報くだ

例会場:東武ホテルレバント東京

さい。

事務所:
1-1-5

〒130-0013墨田区錦糸

Aビル6階

議長:須藤宗之助
東京北Ex〔hange

(2580.東京都)

スポンサークラブ

東京北

2020年11月3日認可

例会日:第2金
第4日
例会場:
事務所:

公式Faくebookページも始めています!

幹事:勝間田健一
e

[ロー初-の友I

月月末に、最新号の表紙と内容をお伝えし

会員数11人

ます。誌面掲載のための募集呼び掛けを

20:00

8:00

￣---i一

-

(公財)国際医療福祉教育財団
〒

101-0046千代田区神田

『友』が配布されるよりもひと足早く、毎

要し

=

￣

●甲

ii

●

行ったり、各種ご案内もしています。

-￣

〇一」

●音■

●画

Facebook経由で情報をご提供いただき、
二か.,̲…
…・㌫ここ為

̲臆,

誌面掲載した実績もたくさんあります。ロー

㍍二三主音「調

多町2-11-4

関ビル4階

議長:藤田英之

幹事:武内陽子

クラブ名称変更
本庄南→2570穴スポート
(2与70

・埼玉県)

タリークラブのページとも運擬しますので、
ページをお持ちのクラブは、

『友』のページ

に「いいね!」を押してください。編集部
も随時チェックします。
個人アカウントからも投稿の「いいね!

」

「シェア」をお待ちしています!

承認:2020年11月4日
水口→甲賀(2650・滋賀県)

承認:2020年11月9日
46
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*パスポートクラブ:会員が、自分の所属クラブで毎年一定数の例会に出席する限り、
他のクラブの例会や奉仕プロジェクトに出席することを認めるロータリークラブ
2021
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NO.1

地区別クラブ数・会員数一覧表
『友』誌ご購読数変更

(2020年10月末現在)

についてのお願い
地区

RC数

①今年度『友』誌下半期分(2021

19年10月末

会員数

第2500地区

67

2,247

2,294

は、2020年12月7日までに直接、

第2510地区

70

2,561

2,646

友再務所へご連絡をお願いいたしま

第2520地区

77

2,219

2,253

第2530地区

63

2,266

2,342

②1月号の発行部数決定や発送準備

第2540地区

42

1,142

1,155

の都合上、12月8日以降の1月号減

第2550地区

48

1,722

1,768

部はご容赦ください。

第2560地区

56

2,097

2,107

③部数変更のご連絡がない場合に

第2800地区

49

1,550

1,605

は、2020年12月号と同じ部数を送

第2830地区

41

l,136

1,182

付させていただきます。

第2570地区

50

1,597

1,631

④12月8日以降の会員数変動によ

第2580地区

70

2,941

3,062

る減部は、2021年1月12日までに

第2590地区

55

1.980

2,032

ご連絡いただければ、

第2600地区

53

1.941

1,988

年1月号へ6月号)の減部について

互生

「2月号へ6月

第2610地区

64

2.594

2,684

⑥1月13日以降にご連絡いただい

第2620地区

77

2,911

2,988

た減部は全て、次年度2021年7月

第2750地区

97

4,674

4,843

号からになりますので、ご了承くだ

第2760地区

85

4,839

4,933

さい。

第2770地区

74

2,443

2,558

⑥追加購読のお申し込みは、残部が

第2780地区

ある限りお受けいたします。

第2790地区

定価200円十消費税(送料込)

購読数変更につきましては『友』

66

2,304

82

2,781

第2820地区

55

1,905

2,014

第2840地区

45

2,112

2,127

巾mjp)

第2640地区

67

1,725

1,866

第2650地区

96

4,485

4,677

第2660地区

80

3,626

3,690

第2670地区

74

2,981

3,063

第2680地区

71

2,695

2,778

第2690地区

65

3,025

3,095

第2700地区

61

3,150

3,256

第2710地区

73

3,240

3,341

第2720地区

75

2,395

2,484

第2730地区

68

2,394

2,446

56

2,153

「注

部数変更

連絡」からもご連絡いただけます。

左ページでご案内しているよう
2014年1月号から、印刷版に

加え『友』電子版を、会員の皆ざま
全員に提供しております。

1月号へ

6月号下半期の購読料は電子版も含
めて、

200円十消費税となってお

ります。

以上、諸事よろしくお願い申し上

第2740地区

げます。

◆ご案内

34地区合計

第2650地

(7月分月末)表中、

人、

報をまとめた『2021-22年度版ロ

横組み

2021年5月発行

特集

4,456

34地峡合計会員数:

86,354人、表外とP6

「日

数86,091人。同11月号横
組みP47

(8月分月末)表中、

4,466人、

34地区合計会員

2,246

86.981

「日

本のロータリー」最終行会員
数86,369人。同12月号償
組みP62

(9月分月末)表中、
34地区合計会員

数:86,722人、表外とP6

「日

本のロータリー」最終行会員
数86,450人。

ご案内 左記一覧表は、 3
つのゾーン順で色分けしてあ
ります。表中の左端の色と、
横組みP

50奥付の日本ロー

タリー分布図の色を対照し、
ご覧ください。

*友ウェブサイトの「ロータ
リー資料館」にデータ修正後
の表を掲載しています。

2,236

89,670

2月号主要記事予定

ひ夕リーの負

ロータリー活動に役立つ情

ータリー手帳』は、

地区会貝殻修正

4,473人、
3,277

に、

19年10月

数275人。

2,840

3,150

「友誌

プを引いた数。

末PBグループ9RC会員

数:86,633人、表外とP6

74

→

P6「日本のロータリー」数は
34地区合計からP Bグルー

2,409

第2630地区

文・各種変更」

ガバナー月信より 2750ク
ラブ数・会員数は、 PBグ
ループ9RC268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。

本のロータリー」最終行会員

ウェブサイトの(w朋taⅣ-nO→

を引いた数です)

区:本誌10月号横組みP36

号」の減部として対応いたします。

「クラブ・会員専用」

日本のロータリー
会員概数 86,713人
クラブ数 2,237
(左の表中34地区合計から、
第2750地区のPBグループ

会員数

平和構築と紛争予陳月間

過去を知り、未来へつなぐ

予定で準備を進めております。詳細は

縦組み

2月1日付で、各ロータリークラブに

ユジノサハリンスク市名誉市民

お送りいたしますので、お手配のほど、

この人訪ねて

ロシアとの出合い

ロータリーとの出合い

宮西豊

立石泰之さん(富津シティRC)

Rotary

よろしくお願い申し上げます。

ご投稿・お問い合わせは◆お知らせ

だて西RC

(第2530地

〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15

一般社団法人ロータリーの友事務所

Tel.

無能芝公園ビル4階
03-3436-6651

Fax.

03-3436-5956

区・福島県)が2020年10月31日

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

付で終結しました。

ロータリーの友ウェブサイトwww.rotary-nO-tOmOjp

令和3年1月号

ロータリーの友
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表紙について

深刻なコロナ禍で故郷がますます遠のいて
しまったような気がします。そんな思いか

ら、故郷山形の繁華街にある、済生館病院

の旧建築模型を窓辺に置きました。
◎

明けまして、おめでとうございます。

1GARASHl帥OShl

五十嵐仁之(いがらしひとし)
イラストレーター。

19うう年山形市生

まれ。日本大学芸術学部美術学科泊
画専攻卒。

(株)三陽商会広告宣伝室

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

「パズルdeロータリー」の答え
10月号の答え「ショーケース」

別、国別、キーワードでの検索などができます。また、

l 答えは「ショー

クラブは継続中または完了したプロジェクトの情報を掲

ケース」です。今年度、

載しておくことで、クラブの実績をPRすることができ、

MyRotaryなE.国際

パートナー関係を結ぶにあたり、相手がどのようなクラ

ロータリーのウェブサ

ブなのかを判断する材料としても活用できます。

イトがリニューアルし

気になる相手には画面からメールで担当者に直接メッ

ました。その中のひと

セージを送付できますが、まずはどんな国がどんな支援

つ、

を必要としているのか、参考にのぞいてみてはいかがで

「ロータリーショー

しょうか。詳しくは以下のURしをご覧ください。

ケース」は、プロジェ
クトのパートナー探し

に活用できるページで

新しくなった「ロータリーショーケース」

す。クラブや地区のプロジェクトの詳細を掲載したり、

map・rOtary.Org/j

a/prQj

ect佃ages/prQj

ecしShowcase.aspx

資金や物品の支援を募ることができます。

例えば、グローバル補助金プロジェクトでは、実施国
側が現在抱える問題点と、それを解決するために必要な
支援、目指す成果などの情報を掲載しています。援助国

応募総数 234人 正解者 227人
当選者(敬称略・順不同) /神田将(東京シティ日本橋RC)、
許斐義彦(長崎西RC)、丸山千寿(大阪心斎橋RC)、本郷輝
朗(古川東RC)、八坂恵美子(杵築RC)

側にはどのような支援が求められているのか、重点分野

P41詰め碁の答え◆

黒先日死(14の五)
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。
丁E」

:・03-3288-8723

FAX

:

48

1011

◆解説◆
初手は黒1のアテコミです。自2に黒3と切って、
白4の抜きを誘います。あとは黒5、

7で白死とな

ります。白2で4も黒3に切り。あとの手順は正解
図に準じます。ポイントは、上部の白四子をアタリ
の形に誘えば解決します。初手黒7は白4、または
白5で手になりません。

一二三四五六七八

◆

1213141516171819

03-3261-5841

ロータリーの友
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国際ロータリー(RI)から、ロータリーの機関

雑誌は、現在のロータリーの公式ロゴではないロー
タリーのロゴが写った写真の掲載を控えるよう指示
がありました(ロータリー事典34.030.18

アルブランドのガイドラインの順守
事会決定参照)

Riビジュ

グをした上で掲載させていただくか、掲載を見送ら

せていただく場合があることをご了承ください。
公式ロゴの使い方については、以下の下記のウェ
ブサイトをご覧ください。

2019年4月理

「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイド

。

この指示は、全てのロータリークラブと地区が、

my.rota

ry.org力a/rota

ry-identity-g

uide=nes

ロータリーのアイデンティティ、ビジョン、エッセ
ンス、価値観などを表す共通の公式ロゴを示すこと

なお、この方針が示すのは今すぐに、以前のロー

で、組織としての統一感を促し、力強いメッセージ

タリーの徽章などが入ったクラブ旗やバナーを使う

を発信していこうという方針によるものです。

のを取りやめ、直ちに公式ロゴが入ったものに作り

ロータリーの広報の-端を担うロータリーの機関

替えなければならない、というものではありません。

雑誌には会員以外の読者も意識した編集が求められ

ただし、現時点で使っているとしても、今後、新た

ているため、統-ざれたロゴが写った写真を掲載す

に作り替えたり、追加で注文したりする際には、公式

ることがロータリーのメッセージを発信することに

ロゴを入れて作ることがR

Iから勧奨されています。

つながります。
この指示を受け、『友引でも、ご提供(投稿)いただ

Rotary

く写真の中に、公式ロゴではないロータリーの徽章
(マーク)が写っていた場合、編集部の方でトリミン

明けましておめでとうございます︒

昨年は新型コロナ禍の中︑変わらず﹃友﹄をご愛読いた

だきありがとうございました︒口Iタリーの友事務所も︑

ご投稿の激減︑創刊以来初となる合併号の発行など︑これ

までにない経験をしました︒

新たな年を迎え︑コロナ禍は収まらず牛の歩みが続くこ

とが予想されますが︑﹃友﹄を読んでロータリアンでよかっ

スタッフ一同

た︑と思われるような雑誌をつくっていく所存です︒

ロータリーの友事務所

引き続き︑皆さまのご協力と︑なお一層のご愛読をお願

いいたします︒

令和3年1月号

ロータリーの公式ロゴ

202竃
ロータリーの友
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日本ロータリー分布図
Rotary
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ロ
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テリトリー
ガバナー亀
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闇聞

灘●恐I)

く兵直)

高瀬

英夫

聞聞

鰐・籠・竺二三聖
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(埼玉西北)

轡番が跡や
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(東京・
グアム・ミクロネシア・
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く大阪南部・和歌山)

捺問瞥

藤井

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

R

□理事会

月刊

ロータリーの友

辰野

克彦

野生司義光
福原

有-

久保田英男
同

野崎

恭子

安平

編

稲川やよい

仁-

(東京西)

(東京小石川)

宏

(姫路)

信彦

(土浦南)

(鎌倉)

(茨木)

監

事

所

集

(京都束)
(横浜)

東野

穣二

山名

受

(東京みなと)

領日亜由香

(名古屋東商)

熊谷健太郎

(釧路)

管

理

冨澤

美子

半田

弥生

草野

淑美

(松本西南)
(大阪西南)
(東京麹町)

(東京八王子西)

振込銀行

三井住友銀行浜松町支店

(東京北)

(大宮シティ)
(東京目黒)

保夫

(東京銀座)

(宇都宮北)

和彦

鮮躾軟瀾鵜鄭難㌻鵡職制

口一タリーの友事務所

員

誠二

編集長

片岡
ま0ま1年1月1日発行

「没社団法人

喜社

波辺

高野孫左ヱ門(甲府)

理

騎瓢曲調訓鴫謝輔別馴紳輔

20ま0年1ま月う1日印刷

貴

長

鈴木

第69巻1月号

石-

Lを掲載しています。

国賊

代表理事
事

綱原

甘

ロロロロ

北マリアナ櫓〇・パラオ)

鰭慢男

発露

茂吉

口座番号(普通)

郵便振替
印

口座番号

7450015

00180-8-694与91

大日本印刷(株)

刷

表紙印刷

半七写真印刷工業(株)

(小山中央)

野中

茂

榊原

一久

(東京豊島東)

渡辺

誠二

(東京みなと)

(li崎)

野崎

恭子

宮嶋

康明

(新千葉)

高野伊久男

(横浜西)

-般社団法人ロータリーの裏書糖所
〒10与-001

1

東京都港区芝公園2-6-1与黒龍芝公園ビル4階

電話

03-事436-66与1

FAX

O3-う436-5956

緯集部メール

hensyu@rotary-nO-tOmO・jp

管理部メール

keiri@rOtary-nO-tOmo.jp

ウェブサイト

WWW.rOtary-nO-tOmO.jp

定価ま00円+消費税(送料別)

落丁本・乱丁本は-鮫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。
与0
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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

★

30代の若い人(現役・学友)を紹介。推薦対象者(イ

・ロータリークラブ、地区、インターアクト・ローター

ンターアクター、ローターアクター、青少年交換

アクトクラブなどの奉仕活動を写真で紹介。活動後1

学生、財団奨学生、米山奨学生、ライラリアンな

カ月以内にご投稿ください。
原稿:

GENERATION

・ロータリーのプログラムに参加経験のある10へ

ど)について編集部へご一報を。編集部から彊接、

1与0宇程度(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

特集謁事

・ロータリーの友ウェブサイトで特集記事の情報を

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

※投稿原稿は編集部内でリライト、編集させていただき

外)でお願いします。

ます。規定字数を超える場合は編集させていただきま

原稿: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

50˜100字以内(宝物を説明してください)

写真:宝物そのもののアップの写真
パズルdeロータリー
・

(一社)ロータリーの友事務所発行の出版物に掲載する

場合があります。

写真で紹介。
原稿:

『友』の表記に統

★★

3種類のパズル(クロスワード、数狐、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

口槻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。質料があればお送りください。

声

★★

・

『友』誌についての感想・意見を紹介。発行月翌月の
10日が締め切り。

原稿:

200字以内。対象記事を明記してください。

★…友ウェブサイトから話人用紙をダウンロード可
★★…友ウェブサイトの投稿フォームから投稿可
令和3年1月号

一般社団法人ロータリーの友事務所
〒

105-0011東京都港区芝公園2-6-15

黒龍芝公園ビル4階
Tel.03-3436-6651

Fax.

03-3436-5956

Eメールhensyu@rotary-nO-tOmOjp

ロータリーの友ウェブサイト投稿フォーム
WW.rOtary-nO-tOmO

j

p/fom"Php

ロータリーの友
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●旅行代金に含まれるもの

●旅行代金に含まれないもの

①往復航空券運賃(エコノミークラス)

①国際ロータリー大会(Rl)登録料

②ホテル宿泊代(2名でl垂利用)

($365

1

2/「

5までに登録の場合)

③ホテル内の朝食
④空港-ホテル間の交通費

②燃油サーチャージ、空港税、国際観光旅客税

⑤市内観光(約3時間)

④〇人部屋追加料金

③渡航手続き手数料(半3.300)

⑤任意海外旅行損害保険料、電話代等、
個人費用とみなされるもの

C、D、E、甲の周遊コースをお勧めいたします。

㊤泊6日

煙麹6日619(水,̲61音4《刷

611

0(木)-611

5(火)

高雄1泊→台東I卸本1泊→花蓮1泊→台北2泊

花運1泊→太魯閣1泊→台北3泊

成田、または関西空港から直行便で高雄に入り、東部の主要観光地を周遊した

台湾を代表する景勝地、花蓮、太魯関を訪れた後、台北では自由行動の日を1日

後・大会開会式参加と台北市内見学を兼ねたコースですo卸本温泉(台東近親

投げた時間に余裕のあるコースですo宿泊予定の太亀田晶英酒店ホテルは、立ト、

己竺竺ア三三㌢グカ誓待できる

地、サービス、設備が整った高級リゾートホテルです。

美人の湖として知られていま轟

抜道8日617.月,̲61音4.月,

西部周遊台北2泊→日月運1泊→阿豊山1泊→富雄萱泊→台北1泊

全島周遊台北1泊→朋即泊→阿星山1泊→高雄1泊→花軸泊→台北2泊

開会式終了後、台湾西部の主要地をじっくり味わう余裕のある日程です。高雄と
台北の移動は新幹線のグリーン車を利用した約1時間半の賞沢な旅となります。

す。

台北を拠点として、台湾の主要地の魅力を全て味わうことができる質沢な旅行で
〇割新幹線を体験していただき、名峰阿豊山を含む台湾周遊8日間の旅は、

他社でも滅多に企画されていない台湾全体を満喫できるツアーです。事前に台

」二三三鷹(八田鋤見学も予定していまも
※お選び頂いたホテルにより、料金が変わります。

話竺竺誓しておかれますと・より深く味わうことができます
※6/「

6

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

※ビジネスクラスのご用意もございます。別途お見積させていただきます。

※当社のパンフレットをご希望の方には送付させていただきます。

各地方都市の発着便も承りますので是非お問合せください。
各種オプショナルツアーもございます。まずは下記連絡先にお問合せください。

声-10月号の感想

︻対象記事︼

﹃友﹄を読んで︑﹁この原稿を書いた人に工-ルを送りたい!﹂

﹁感動した﹂﹁知らなかった﹂などの感想︑﹃友﹄そのものに関

平賀

額彦

金子弦一郎

︻対象請書︼

タリー﹂④(横P鑓˜29)

連動コミック﹁ポール・ハリスとロー

︻惑想︼最終P29にある言葉﹁人間

た-・

倉敷南RC

青井

寿意

の生活の根本は善意と友情に支えら
れている﹂が︑とても心に響きまし

︻対象記章︼

エバンストン便り◇台北国際大会・
台湾グルメを楽しもう(橋p鵜)

関わる一員として︑ロータリアン

輔弼控彊轟琵竺
小柳

しく大好きな国です︒新型コロナの
福岡城西RC

巽棚に尽きる言葉ですo

︻対象話手︼

ニュージェネレーション◇ローテック

ス・高林妻紀氏の﹁自分らしくポジ
ティブにー・﹂(横P事1)

勝美

︻対象記事︼

豊田束RC

石橋

博文

スピーチ◇(構)セコマ代表取締役会
長・丸谷警備氏の﹁地域と共に歩む経
営﹂(縦P4˜8)

います︒

佐伯RU

鹿瀬

和弘

る﹂ものだと思います︒北海道で行

︻感想︼地域と共に歩むという経営
方針は︑まさに﹁みんなのためにな

塚田

報告に訪れた際にも母親の母国・マ
レーシアに留学する夢について語っ

米子RC

われた講演を読めたことに慰謝して
ました︒

てくれました︒その事を実現し︑ざ
らに頑張っていることがよく分かり

︻感想︼当クラブからアメリカ・シ
カゴに派遣された高林さん︒彼女は
大きな成果と英に帰国し︑クラブに

まん延が収束し︑また行ける日を楽
しみにしています︒

康之

めの若い人材を育てていきたい﹂と
述べています︒米山誌念奨学事業に

は﹁日本のような平和な国を築くた

ドウアコムアヘゴアクエチビさん

︻感想︼P14で紹介されている︑ア

P1事˜17)

轄築・毎年10月は︑米山月間です(概

︻対象記事︼

するご意見などを紹介します︒

持集・コロナ禍での自然災害
各地

からの思いをつなぐ(横p7˜11)

︻感想︼俺がやらねは︑誰がやる!
今やらねは︑いつできる-・これぞ
ロータリーですね︒
︻対象記章︼

営﹂(織P4˜8)

スピーチ◇ ( 樺 ) セ コ マ 代 表 取 締 役 会
長・丸谷留保氏の﹁地域と共に歩む経

︻感想︼ 2019年に当地区の地区
研修・協議会でも聴講しましたが︑
大変勉強になりました︒セイコー

根室西RC

マートが︑より好きになりました︒

︻対象記事︼

特集・コロナ禍での自然災害 各地
からの思いをつなぐ(横p7˜¶)
︻感想︼自分自身が被災者であるに
もかかわらず︑被災地を支援してい
る姿勢に感 服 し ま し た ︒ 同 じ よ う な

博多イブニングRC

状況に陥った時に︑自分たちは何が
できるかと考えさせられました︒

︻対象記事︼

書﹂(織P4˜8)

スピーチ◇(蝶)セコマ代表取締役会
長・丸谷智保氏の﹁地域と巽に歩む経

︻感想︼地域から商店がなくなり︑
コンビ二がなくては生活ができなく

なった時代に︑地域興し︑地域残し
だけでなく︑災害時には危機対応し

て住民を助けた話に感動した︒
倉敷東RC 遠藤 寛之

l〇〇〇〇〇〇管iiiiiii,iiiiii﹁--iしきしiし-

訪ねて◇千歳RC・佐々木

︻対象記事︼

同じ地区の会員なので︑特

義朗きん(縦p9˜12)

この人

︻感想︼

余市RC

安田

一旦

に印象に残りました︒新型コロナ騒
動の中︑頑張っているロータリアン
がいるのはうれしいですネ!

︻対象記事︼

入会間もない私にとって︑

氏の﹁在籍与与年に患う﹂(縦p18˜

裏罫の広場◇明石東RU・多胡健吾

19)

︻感想︼

先人たちの思いと︑時代と共に変化
していくありようをどう感じ取れば

よいのか︑考えさせられます︒
駕藤孝之輔

三条北RC

お名前︑クラブ名︑連綿先を付記しお送りください︒詳細は投稿規定または﹃友﹄ウェブサイトで-・

●本文200宇以内︑︑本文とは別に︑対象語車名(例⁚︺月号﹁友愛の広境﹂︑へし-﹂さんの記事)と

〈コ直]与与

ロータリーの友

令和3年1月号

ロータリーアットワーク

﹁福島第一原発事故から学ぶこと﹂ で

規制委員会委員長・田中俊一氏による

構成︒第1部では外国人から見た日本
の素晴らしさを︑第2部では・乱読に

事実と向き合い︑科学を進める目を持
つことの大切さを語ってもらった︒

講演の内容は︑これからの日本を担
う若者たちに貴重な示唆を与えるもの

と考え︑映像を収録したDVDなどを
区内の中学校︑高校と近隣の大学︑当

地区内のインターアクトクラブ︑ロー
ターアクトクラブなどに配布した︒
※内容に興味のある方は︑当クラブ事務局

マンリオ・カテロ駐日大使(右)と。録画映像から
( ○ 嚢 n e ⑬ ︹ a ≡ヨii章へ﹂p)へ︒※残り若干数︑D

VDまたはブルーレイの希望を明記して︒

われ︑困惑しっつも撤去しました︒

ここ数年は地区補助金を活用し︑黄

レンゲツツジで埋め尽くそうと取り組

んできましたが︑だんだんと木が痩せ

れ地に木を植え︑﹁ロータリーの森﹂と

長野市にある難曲山恐竜公園内の荒

こと︒そこで︑今年度は1

は︑他の草に負けて枯れてしまうとの

ころ︑行政による2回程度の除草で

7日と1

0月1日の例会の

ムと日本の子どもたちを︑彦根に残る

織り機と糸﹂を寄付︒3年目はベトナ

年目は障害者の自立を願って﹁さをり

ノイの病院で手洗い場の改修工事︒2

はベトナムを対象に活動︒1年目はハ

ルの支援を行っています︒過去3年間

して︑アフリカ西端の共和国・セネガ

当クラブは今年度の国際奉仕事業と

ら︑会員たちも買い物をしました︒セ

ちのために使われる喜びを感じなが

などが並びました︒収益が子どもた

トールや小物︑世界各地の楽しい小物

の障害者の作った﹁さをり織り﹂のス

で進めています︒バザーではベトナム

るNPO法人﹁手を洗おう会﹂と共同

提携した︑世界与力国で活動を展開す

今回の事業はベトナム支援の際にも

ルの子どもたちの識字率が非常に低い

今年度は新たな事業として︑セネガ

200冊ずつの本を贈る予定です︒

です︒当クラブとして︑与校ほどに約

書室の改修工事が進められているよう

NO.1

VOし.69

ロータリIの森のその後
長野南ロータリークラブ

して地球環境の保全に寄与しようと︑

草シートを敷いてみました︒見た目は

てしまいました︒植木職人に聞いたと

1993年に着手︒当時の皇太子殿下

多少不自然ですが︑木が大きく成長し︑

第2600地区・長野県

ご成婚の年で︑雅子ざまのお印がヤマ

全山が黄金に染まる日を夢見て楽しみ

として︑9月1

した︒セネガルの子どもたちに本を贈

前後にチャリティーバザーを実施しま

り︑図書室を造り︑文字を読む︑文字

に親しむチャンスをつくりたいと考え

でつなぐプロ

てのことです︒

ボードゲーム

ネガルでは現在︑対象とする学校で図

ことに注目し︑﹁一隅を照らす事業﹂

﹁カロム﹂

ジェクトを実施してきました︒

第26与0地区・滋賀県

彦根ロータリークラブ

一隅を照らす事業
セネガル支援のバザー開催

(中嶋君忠・記)

9日に除

ボウシになるとの速報(実際はハマナ

にしています︒

0月1

スに)を受け︑ヤマボウシの苗を当時
の会員数に合わせ54本植えました︒

翌年からは毎年与月に皆で現場に集
桜を植え︑手入れをしてきました︒過

まり︑﹁おにぎり例会﹂と称して各種
去に植えた樹木は素晴らしい並木とな
りましたが︑台風で倒れた木は﹁撤去

費用を負担してほしい﹂と行政から言

アドバイスを受けて、除草シートを設置

2021

ロータリーの友

与6〈二重到

・
WORK
ROTARYAT

セネガル支援のためのバザーを開催

ロータリーアットワーク

の製品は耐久性や機能面が不十分で不

満が多いとの声 に 応 え た も の で す ︒
医師︑歯科医師︑薬剤師など医療に

従事する会員が情報を集め︑﹁モノづ

くりのまち東大阪﹂を象徴する各種製

イトを取り付けやすく︑しかも傷つき

してもストレスを感じず︑ルーペやラ

試作を重ねまし た ︒ 結 果 ︑ 長 時 間 装 着

造業の会員企業 を 中 心 に ︑ 企 画 ︑ 設 計 ︑

特製のフ工-スシールドを着用

にくく︑洗浄・消毒もしやすいなど︑
優 れ た フ ェ ー スシールドを完成させる
ことができました︒まさに会員の職業

的 ノ ウ ハ ウ の 結晶であり︑職業奉仕の
具現化と思っています︒
このフェースシールドを広く役立て

てもらうべく︑90与0個を作製︒そ

の際︑姉妹クラブである台湾の台中
ロータリークラブから﹁ぜひ役に立ち

た い ︒ 新 型 コ ロナ対応で日下︑コント

ロールできている台湾にとっても他人

事ではない﹂との申し出を受け︑今年
度の当地区では初めての新型コロナ対
応のグローバル補助金事業として進め
ることができました︒

東大阪市全域の医療機関に寄贈した

ところ︑フェースシールドの開発と寄
贈に対して市から高い評価を受け︑9
月29日に地元の布施医師会︑河内医師

会︑枚岡医師会の各代表者が列席する
中︑野田義和市長から感謝状を頂きま

た︒今後も当クラブならではの力を発

ブルテレビなどでも多数紹介されまし

の安全と健康︑心の安らぎをお守りい

してくだきっている全ての医療従事者

よう︒また︑日霊別線で感染症の対応を

した︒またその模様が新聞各紙やケー

揮し︑地域に根差した奉仕事業に取り

ただきたい﹂と︑病気治療をつかさど

宗旨宗派を超えた祈りとするため︑

焼香しました︒

読し︑参加者一人一人が祈りを込めて

る薬師如来の御本尊に対し祈願文を奉

組んでいきたいと思っています︒

コロナ禍でも
歩みを止めずポリオ根絶
第2640地区

した︒さらに法会の様子をライブ配信

するSNS (会員制交流サイト) アカ

ウントや動画の拡散をロータリアン︑

ローターアクター︑インターアクター

に呼び掛けました︒ポリオの根絶まで

﹁あと少し﹂︒コロナ禍でもポリオ根絶

岡本弥生・記)

の歩みを緩めないために︒

(河内長野高野街道RC

コロナ禍での奉仕活動
講演映像を若い世代に配布

神戸垂水ロータリークラブ

第2680地区・兵庫県

当クラブは毎年︑神戸市垂水区民に

対する社会奉仕活動の一環として﹁垂

水区民講座﹂を開催している︒今年度

は4月与日に︑若い世代を対象に﹁再

発見日本︑日本人としての生き方を考

える﹂として第33回の講座を予定して

いたが︑コロナ袖により中止のやむな

きに至った︒しかし︑企画をお蔵入り

りの聖地である高野山において︑ポリ

デー﹂に合わせ︑世界遺産であり︑祈

当地区は10月24日の﹁世界ポリオ

たちが高野山壇上傭蕗を訪れた観光客

口IターアクタIやインターアクター

るように工夫しました︒会場周辺では

り多くの人が自宅や外出先でも見られ

い機会が生まれたと考え︑DVDなど

子をインターネットで動画配信し︑よ

また感染防止対策の一環で︑法会の様

オ根絶と新型コロナの収束を祈願する

にマスクとポリオ根絶を訴えるチラシ

にして配布することにした︒

にしてしまうのはあまりにも憎しいと

法会を行いました︒感染予防の観点か

を配りながら︑募金を呼び掛けました︒

当地区から︑募金箱を各地に設置して

から尊敬ざれる﹂︑第2部は元原子力

マリノ大使による﹁だから日本は世界

第1部はマンリオ・カデロ駐日サン

定のなかった人にも視聴してもらう良

状況を奇貨として︑講演会場に来る予

考え︑講演を映像で収録︒また︑この

ら︑参加者は地区役員など約50人に制

大阪府・和歌山県

インターアクターたちは募金の呼び掛け

また︑﹁世界ポリオデー﹂に先立って︑

藤井秀香ガバナIは﹁世界からポリ

もらえるよう地区内全クラブに訴えま

限し︑厳かに執り行いました︒

オが根絶され︑新型コロナが収束する

〈ニ…国与7
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コロナ禍の中︑子どもたちと一緒に

ヨーヨー釣りなどを楽しむ子どもたちと

食事ができなかったのは残念ですが︑

(赤澤勇人・記)

会員も子どもたちも元気をもらえた一

日だったと思います︒

新型コロナ に 負 け ず
清 掃 や 体 操の例会を開催
高岡西ロータリークラブ
第2610地区・富山県

新型コロナウイルスの感染拡大によ
り︑ロータリー活動もこれまで通りと
はいかない状況が続いています︒当ク
ラブでは安川甚一会長の掲げる﹁プラ

ス思考で行動しましょう﹂ の方針に
沿って︑3密(密閉空間・密集場所・

密接場面)を避けた例会ができないも
のか検討しました︒結果︑﹁密閉空間﹂

に対しては屋外で行う︑﹁密集場所﹂

に対してはソーシャルディスタンスを

取り戻すにはまだ時間を要しますが︑

い機会にもなりました︒以前の活気を

﹁新型コロナに負けない‖⁚﹂という気

知らるる︒この歌碑建立を契機として︑

尊如意輪観世音に心酔されたことを証

永島長老は﹁これ当山にとって誠に
廃はしきことにして︑八一氏が当山本

の開発に乗り出しました︒過酷な医療

企業を中心に医療用フ工-スシールド

らの強い要望を受け︑当クラブの会員

NO.1
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守る︑﹁密接場面﹂に対してはマスク
を着用することで︑奉仕活動や例会参

持ちで︑今後も活動をしていきます︒

第2640地区・大阪府

河内長野東ロータリークラブ

曾津八一の歌碑の建立

加の機会を広げることにしました︒
まずは早朝清掃例会です︒8月30日

に地元の高岡古城公園の清掃を行いま

した︒ここは春の桜︑秋の紅葉など季

節の景観を楽しむことができ︑国土交

通省による轟が水100選﹂などに

歌人︑書家︑美術史学者︑教育者とし

宮津八一(1881˜19与6) は

す︒憩いの場であるこの公園を気持ち

て知られ︑奈良大和などをテーマとし

も選ばれている自然いっぱいの公園で
よく利用できるよう︑ペットボトルや

た数々の名歌と書画を残した︒

河内長野市の檎尾山観心寺で︑金堂厨

する思慕を知らしめる好機なり﹂と掴
靴難を詠まれた︒歌碑前に集合した会

囲に認知させ︑参詣者に氏の御仏に対

子内の本尊如意輪観音菩薩像(金堂も

員一同︑創立40周年に向け︑奉仕活動︑

当山に曾津八一氏の歌碑あることを周

た︒地域の人たちと一緒に大きな輪と

仏像も国宝) を拝して詠んだ2首が納

1924(大正1 3)年に刊行した歌集

なり︑体操を通じて親睦を深めました︒

覇恭新唱﹄には︑大和路旅行の際︑当地

たばこの吸い殻などを拾いました︒

次に早朝ラジオ体操例会です︒9月

新型コロナの影響から自宅で過ごす時

親睦活動のさらなる充実を互いに誓い

(四宮章夫・記)

められている︒クラブ創立35周年記念

ほとけ

間が増えたこともあり︑体を動かすよ

しろたへの

うつつともなし﹂を︑遺墨

職業奉仕の具現化
特製フ工-スシールド寄贈

東大阪ロータリークラブ

第2660地区・大阪府

すものなり︒詠まれし御仏は︑明治期

現場において物資の不足に加え︑既存

東大阪市内の医師会と医療関係者か

国宝指定第与号として全国にその名を

長らの出席を得て除幕式を迎えた︒

新潟市の宮津八一諦念館の野中浩俊館

立︒9月23日︑観心寺の永島龍弘長老︑

に忠実な歌碑にして観心寺境内に建

のひぢは

ひざにたてたる

合った瞬間であった︒

1 3日︑同じく高岡古城公園で行いまし

地元のお寺の境内に宮津八〇の歌碑を建立

事業として︑その内の1首﹁なまめきて

3密を避け、早朝ラジオ体操例会で親睦

2021
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ロータリーアットワーク

虻OTARYA丁WORK

ロータリーがもたらす機会と︑青少年

奉仕の重要性を感じました︒今後もこ
の活動を継続し︑子どもたちの未来の

(涼崎康弘・記)

ために︑機会の扉を開いていきたいと
思います︒

コロナ禍の後を見据え
ドリサポ熊本
熊本菊南口-タリークラブ
第2720地区・熊本県

り︑各種イベントなどに加え︑中学生

月の熊本豪雨による甚大な被害によ

さんの感謝の言葉をいただき︑私たち

生や保護者︑さらには高校からもたく

中学生に視聴してもらいました︒中学

2020年は新型コロナの拡大︑7

の大事な進路選考の機会であるオープ

なりに豪雨災害の復興支援となったの

たのを機にク ラ ブ と し て 応 援 し 始 め ︑
具体的には県大会出場枠の男女優勝

ンスクールが中止や延期︑規模縮小と

以来毎年支援し続けています︒

から第4位ま で の 各 学 校 に 盾 を 贈 呈 ︑

ではないかと思っているところです︒

公立高校26校と私立高校自校)の協力

吉︑球磨の全校︑その他に県内全域の

以上の高校(豪雨被害が大きかった人

月1

9日の間に計与回︑熊本県内の半数

そこで︑当クラブは9月14日から同

く予定です︒それが︑子どもたちの夢

のつながりを生かした活動を行ってい

に︑会員一人一人の職業と︑ロータリー

す︒今後もロータリIの奉仕の心を基

どに引き続き利用してもらっていま

イトや動画配信のシステムは︑学校な

オンライン説明会の後も︑ウェブサ

を得て︑中学生のための﹁熊本県高等

の実現︑地域の発展の一助となること

地域の子どもたちへの支援
と3世代交流事業

0月3日︑社会貢献活動

第2690地区・岡山県

倉敷東ロータリークラブ

当クラブは1

の一環として地区補助金を活用し︑地

元の福祉団体である(一社)子どもソー

シャルワークセンターつばさへの支援

プロジェクトを実施しました︒

﹁つばさ﹂は子どもの居場所づくり

や地域交流を活動の中心にしており︑

新型コロナ禍における貧困家庭の子ど

もたちにも手を差し伸べています︒約

1カ月前︑その代表者が例会の卓話で

理念や活動内容などを紹介︒代表者を

含め︑まだ若い人たちがこのような活

動をしていると知り︑大変感銘を受け

たことが今回の支援へのきっかけとな

り︑学習支援のためのパソコンと︑食

事提供のために必要な冷蔵庫を贈るこ

とにしました︒

当日は秋晴れ︒午前9時半から贈呈

式を開き︑三宅顕隆会長から﹁つばさ﹂

なお︑今回の活動は当クラブによる

4

サービスのZ○○mウエビナーを使っ

子どもたちの夢の実現を応援する事業

に目録を寄贈︒その後︑クラブ会員1

て各高校と中学生および保護者をつな

﹁ドリームサポーターズ熊本(ドリサ

で︑お祭りのイメージで交流︒皆でヨー

生した倉敷らしい雰囲気のある会場

を願っています︒

ぎ︑先生から直接説明してもらいまし

ポ熊本)﹂の一環として実施しました︒

ヨー釣り︑射的をして楽しみました︒

む3世代の地域住民たちと︑町家を再

人と﹁つばさ﹂を利用する子どもを含

た︒同時に︑動画配信サイトのYou

(宮川義昭・記)

高校進学の参考にオンライン説明会

丁ubeでライブ配信を行い︑多くの

オンライン説明会は︑ウェブ会議

学校オンライン説明会﹂を行いました︒

学は人生の大事な分かれ道です︒

なりました︒中学生にとって︑高校進

選手全員には参加賞として︑今回はク

ラブ特製のボールペンを贈りました︒
過去にはこの大会から九州大会︑全国
大会へと進んだチームもあり︑子ども
たちの大きな目標となっています︒

今大会は新型コロナの影響もあっ
て︑例年に比べ参加校が少なく︑ざら

に当日は雨天となりましたが︑子ども
たちのタスキをつなぐ姿︑精いっぱい

走 り 切 り ︑ 仲 間と抱き合う姿に胸が熱
くなりました︒選手の応援にも︑コロ

ナ禍を吹き飛ばすほどの熱気を感じま
した︒

タスキをゴールへとつなぐ思いに︑

絆の大切さを再認識すると同時に︑
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A丁WORK
ロータリークラブと地区の活

齢化があり︑これを解決するためには︑

ブが抱える大問題に会員数の減少と高

リーとは﹂︑続いて整形外科医の私から

新聞などのメディアを通じての広報

京都北ロータリークラブ

利用し︑小学生対象のオンライン講座

当クラブは9月1之日︑地区補助金を

員で楽しむことができた﹂ ﹁またこの

参加者は ﹁新型コロナ禍でも豪族全

念品として宇宙の図鑑を贈りました︒

第26与0地区・京都府

いろいろな話が開けて良かった﹂との

﹁医療と環境とものづくりを学ぶ子ど

ような教室を開催してほしい﹂と喜ん

その後は質疑応答︒ざらに︑オンライ

光器の仕組みについて詳しく説明し︑

の職員の協力を得て︑オンラインで分

す︒当初は男子の部だけの大会でした

ました︒県大会の予選を兼ねた大会で

薩地区中学校駅伝競走大会﹂を後援し

当クラブは9月24日に開かれた﹁川
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喉科医の高島凱夫会員が﹁国際ロータ
﹁1日半分のアボカドと筋トレでひざ

世間に知ってもらい︑公共イメージの

と︑ロータリーならではの職業奉仕を

の栗山博通会員が﹁耳の構造と難聴﹂︑

向上を図ることが大事だと思います︒

の痛みはラクになる﹂︑耳鼻咽喉科医

歯科医の金森市道会員が﹁高齢者の歯

(戸田佳孝・詞)

動を紹介︑600字以内︒字数

を超える場合など︑編集させ

の取り扱い説明﹂と題して講演し︑昆

後にまとめの討論を行いました︒

多くの医療講演会では︑一つの診療
科目の医師が専門分野の話だけをしま

すが︑シニア世代では複数の病気が同

声も︒なお︑各講師が持ち時間内で話

ひさき型分光器を作って光を観

でいました︒クラブとしては︑このよ

実感しました︒

うな状況でも奉仕活動ができることを

察しよう-﹂を開催しました︒

も塾

職業奉仕は個々人の理念・行動に基

られたからだと考えます︒

ブ 定 款 第 6 条 ﹁五大奉仕部門﹂の職業

者を集めて開催する予定でしたが︑新

当初は︑島津製作所三条工場に参加

会の問題や二 I ズ に 役 立 て る た め に ︑

型コロナ感染症の拡大防止のため︑オ

づいて行う活動です︒ロータリークラ

クラブが開発したプロジェクトに応え

子どもたちの未来へと
機会の扉を開く

薩摩川内ロータリークラブ

ン工場見学でレントゲンなどの医療機

が︑1986年に女子の部が設けられ

第2730地区・鹿児島県

器について勉強してもらい︑全員に話

当日の参加者は約70人︒島津製作所

て先に組み立ててもらいました︒

を送り︑インターネット上の動画を見

た︒応募者には事前に分光器のキット

ンラインに変更しての開催となりまし

りました︒まずは司会を務める耳鼻咽

日の9月24日には74人の受講者が集ま

版朝刊で紹介されたことで︑講座開催

携し︑8月28日付の朝日新聞大阪地方

地元の朝日カルチャーセンターと連

開くことにしました︒

え︑シニア向けの健康に関する講座を

医師が4入所 属 し て い る こ と を 踏 ま

文言に従い︑当クラブには医師と歯科

ることが含まれる﹂とあります︒その

奉仕の項に﹁自己の職業上の手腕を社

を上手にまとめる技術は︑卓話で鍛え

時に起きます︒受講者からは﹁一度に

オンライン子ども塾を開催

ていただきます︒関連写真が
あれば添付してください︒

第2660地区・大阪府

大阪中之島ロータリークラブ

職業奉仕を発揮し
公共イメージ向上

〇千A秤Y婚編
﹃手続要覧﹄ の標準ロータリークラ

多くの参加者が集まったシニア向け講座
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コロナ禍でもオンラインで開催

ロータリーアットワーク

日BQ例会でクラブに新風
(盛岡中央RC)

バーべ手工I(BBQ)インストラクター
の有資格者を含む︑ほぼ同時入会の会貝3
人をリーダーに︑BBQ例会を開催︒ロー

タリー用語に戸惑って普段は﹁分からな
い﹂を連発する例会時の姿から一転︑万一
の天候に備えてブルーシートや学習パイプ
を用意する新会員︒買い出しや下準備︑調
理︑後片付けに加えて︑外部から助っ人を
誘うなど︑その行動力に先輩会貫は目を見
張るばかり︒これを機に︑今回の助っ人を
はじめ彼らの友人知人を新会員に迎えられ
れば︑と願っている︒
(9月24日 算2与20地区
岩手県)

0年

消毒液ポンプスタンドを
寄贈
(山梨RC)
クラブ創立的周年事業として1

前に山梨市と締結した災害協定

(9月1 6日

第2620地区

山

を︑新型コロナ感染症の対策とし
ても適応できるよう見直し︑足踏
み式の﹁消毒液ポンプスタンド﹂
を寄贈することにした︒山梨市立
の幼稚園や保育園︑小中学校︑県
立高校などにも︑消毒用アルコー
ルと共に寄贈した︒
梨県)

.(川崎高津RC)

物故会員を供養

毎年︑物故会員の供善例会を実
施している︒会員が住職を務め
る寺にて午前8時から法要︑ク
ラブ全員で焼香を行った︒住職
からは︑﹁人は必ず死を迎える︒
常にこれが最後という思いで念

第2与90地区

仏を唱えるよう﹂という話が
(9月1 7日

あった︒
神奈川県)

市に災害用品を寄贈

(成田RC)

7台を寄贈︒贈呈式が成田

自然災害時に備え︑成田市に災害用品と
して︑発電機3台とプライバシー保護テ
ント1張り︑間仕切り付き組み立て式段

ボールベッド1

市役所で行われた︒2019年の台風被

害の際︑地域の避難所では床にブルー

シートを敷き︑横になる状況が見受けら
れた︒また︑停電により水が使えない地
域も発生︒発電機はまだまだ必要とざれ
るのでは︑と支援に至った︒
千葉県)
(9月7日 第2790地区

ください︒記念写真(集合写真)は掲載できません︒

口-タリークラブ奉仕活動をカラー写真で紹介︒
写真と1与0字程度の説明文︒字数を超える場合
は編集させていただきます︒必ず活動日を入れて
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公国の彫刻清掃
(宇部RC)

ている︒今回は︑市民ボランティ

彫刻のまち︑宇部では︑市が誇
る財産である彫刻を守り︑後世
へと継承していくため︑彫刻の
清掃活動を市民と共同で実施し

ている彫刻清掃に参加︒会員1

9

アグループが中心になって行っ

する高校生ほか1 8人が︑点在す

人とクラブ独自の奨学金で支援

(9月22日

第2710地区

る彫刻を清掃した︒
山口県)

(島田RC)

第仲田島田ロータリー杯
争奪サッカー大会開催

3チームが参加し︑熱

今年度の大会は︑新型コロナの影
響で開会式の取りやめや家族の観
戦者数を制限するなど︑少し寂し
い大会となったが︑地元の小学2
年生以下の1

戦が繰り広げられた︒ベンチ入り
している選手を含め︑試合ごとに
全員出場するという特別ルールを
設けており︑子どもたちは声を掛
け合いながら︑懸命にボールを追
いかけていた︒
静
(9月27日 東2620地区
岡県)

ポリオ根絶に向けて
(千歳セントラルRU)

ポリオへの認識を高め︑根絶に

め︑28人でチャリティーゴルフ

向けた浄財を集めることを目
的に︑会員とその家族︑他ク
ラブ会員6人の友情参加を含

開き︑40人が出席︒ここでも募

コンペを実施︒受付では︑おそ
ろいの赤い丁シャツを着て募金
活動を行った︒ラウンド後︑夕
方からレストランで親睦例会を

金活動を行い︑ゴルフの賞金を

募金した参加者もあって︑約
(9月29日

第2510地区

4万与000円が集まった︒
北海道)

(成田コスモポリタンRC)

体育館に大型扇風擬を
寄贈

(9月1 6日

算2790地区

市内の運動施設利用者のコロナ
ウイルス感染と熱中症を予防す
る一助になればと︑大型扇風機
4台とコードリール (移動式電
源接続道具) 2台を市内の体育
館に寄贈した︒体育館内各所で
換気をする際に活用できると大
変喜ばれた︒

千葉県)
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(日高RU)

第23回日高RC杯ボーイズ

リーグ新人戦開催
コロナ袖により開催が心配されていた
ボーイズリーグ新人戦大会が行われ︑
県内の小学与年生以下の少年野球チー

ムが2週間にわたる熱戦を繰り広げ

ている︒
3˜27日

埼

(室蘭北RC)

算2与70地区

た︒決勝戦は狭山市内の兄弟チームで
の戦いとなったが︑勝者も敗者も最後
は晴れやかな顔で優勝・準優勝メダル
を受け取っていた︒クラブは︑毎年こ
うした笑顔を見るために大会を支援し
(9月1

玉県)

生涯学習センターへ
積み木を寄贈

室蘭市と相談の上︑地区補助金を活用
し︑同市生涯学習センター・きらん内
のキッズパークに︑フランス製の積み
木を寄贈した︒このブロックは︑厚さ

ノ護主席幸一遥帯増詣雷鳴

7日に納入︒この積み木

まで楽しめる︒9月1与日に市長に目録

い木の板︒その並べ方によって自由に
形を作ることができ︑子どもから大人
を手渡し︑同1

北海道)

が多くの子どもたちの想像力を育むこ
とを願っている︒
(第2与10地区

﹁菜の花・桜まつり﹂

開催会場の整備

(渥美RC)

毎年2˜3月に開催する﹁菜の花・
桜まつり﹂ の会場の手入れを実施︒
社会奉仕活動の柱として︑田原市を
流れる免々田川(めめだがわ) 沿い
に植樹したカワヅサクラを普段から
管理しているが︑今回は中州の整備
として︑茂ったアシの刈り取りを主
に行った︒心配された暑さは曇り空
がいくらか和らげてくれたものの︑
汗だくの作業となった︒
(9月27日 第2760地区
愛知
県)

箱いっぱいになったら

寄付しようー・(村上岩船RC)

(了)

同クラブの例会では︑二コ二コ
ボックスとは別に︑特製の木箱
が例会前の昼食時からテーブル
に置かれている︒建築会社を営

作ったもので︑もう00年くらい

む会員がその腕を生かし

たつ︒入り口はあるが出口がな
い箱には︑小銭からお札までも
ういっぱいになるくらいたまっ

(9月1

4日

算2与60地区

新

た︒中身は全て米山記念奨学
会へ寄付することにしている︒

潟県)
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見えにくい聴覚障害に
市民の関心を高めたい

第26与0地区・福井県

福井あじさい口-タリークラブ

12月で創立20周年を迎えたクラブの諦念事業として︑10月4

日︑﹂R福井駅前にて手話イベント﹁ドリームフェス﹂を主催

しました︒約2年前から構想し︑そのポイントに︑①多くの市

②普段市民に広く認識されて

⑤会員自身が新たな知識や気付きを

民が参加できるイベントにする

いないことに光を当てる

得て参加し体験できる︑の3つを考えていました︒

最近︑﹁福井市手話言語及び陸がい者コミュニケーション条

例﹂が制定されたこともあり︑その趣旨に賛同して︑手話で感

DR巨AM

ふくい﹂の後

情豊かに歌って踊るサインパフォーマンスのイベントを計画︒

市と手話サークル﹁HAPPY

援を得て実現しました︒

イベントは︑全国から有名サインパフォーマーが集い︑聞こ

える人と聞こえない人が一緒に楽しめるよう計画されていまし

たが︑開催直前︑新型コロナの状況が悪化し︑県境をまたぐ移

動に懸念が広がったため︑東京︑神奈川︑名古屋︑大阪︑広島︑

福井をオンラインで結び︑駅前の大型ビジョンに映しながらの

﹁上を向いて歩こう﹂の手話ダンスを何度も練習してから臨み

パフォーマンスに変更しました︒会員は例会の中で手話を学び︑

ました︒

当日は多くの市民が来場し入場規制がかかるほどでした︒2

年越しの構想通り︑手話を身近な言語に感じ︑障害に対する理

解を深めながら︑参加者全員が楽しい一日を過ごせたと思い

ます︒私たちもこの障害について知り︑その壁を乗り越えるす

べを学ぶことで︑さらに奉仕の幅が広がったと考えています︒

(藤岡茂樹・記)
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会長エレクトや若手会員にも活用されることを

ことにつながり︑自分史的な内容の本となった︒

私自身のたどってきた人生そのものを紹介する

先に述べた要望に応えることは︑結果として

てもらうことである︒ロータリアンは国民の一

のビジネスで活躍できるグローバル人材になっ

野の先進国アメリカに留学してもらい︑国内外

の課題解決の一つは︑日本の若者に︑情報技術分

インバウンド政策を実施している︒結果として︑

ト・ジャパン事業を皮切りに︑観光庁を中心に

と考える︒ちなみに政府は2003年のビジツ

れていないと思う︒すなわち︑制度疲労がある

きているにもかかわらず︑抜本的な見直しがさ

ジタル技術の遅れを取り戻す︒目指すは進化し

そして︑新型コロナ対応で露呈した日本のデ

り多く早く育て︑学友として迎えることである︒

のような国内のグローバル人材を︑でき得る限

だけでなく︑米山梅吉翁の精神を受け継ぐ前述

る︒そのためには︑外国人留学生を増やすこと

末永く後世に伝えていくことは非常に大切であ

要であると考える︒米山記念奨学制度の理念を

私は︑米山記念奨学制度の抜本的見直しが必

はないかと︒ですから︑新しい時代に合わせて

右肩上がりの時代と同じやり方をしているので

と寄付金が減っていた就任当時︑﹁日本経済が

旧理事長対談で︑小沢一彦前理事長は︑奨学生

からではないか︒

してアメリカで学び︑グローバル人材となった

られた︒その基礎となったのは︑日本の若者と

び︑帰国後︑周知の通り数々の偉業を成し遂げ

米山翁は20歳でアメリカに留学し︑8年間学

大学教授)

人として︑また各クラブの健全を活動のために

岐阜県

日本文化も含む平和志向日本の理解を︑来日外

(第2630地区

も︑この課題解決に少なからず寄与していかね

国人に深める役割を果たしている︒

願っている︒

ばならない︒そのために何ができるかである︒

わが国では少子高齢化と生産人口減少が始

たデジタル技術を活用したビジネスの変革︑す

やっていけるように︑変えるべきことは全て変

米山記念奨学事業は
日本の若者に門戸を

まっている︒それに伴う国力低下を防ぐために

なわち5G(次世代の高速・大容量通信システ

エスペラントの大会で
着けていたピンバッジ
2種。私の大切な宝物

です。

菖蒲(三重県・松阪山桜RC)

り︑GDPを押し上げるとともに国際競争力を

に日本人の若者を選ぶことがあればうれしい限

総合建設業)

RIから出版された

千葉県

りである︒皆さん︑いかがでしょうか?

デジタル大辞泉より)︒

あらゆる物が

またはそれを可能とする要素技術の総称(※

て実現する新たなサービス︑ビジネスモデル︑

インターネットを通じてつながることによっ

-o丁(-つ{〇三の︹○︹﹁まつg∽)

の理想と友愛﹄として米山梅吉が翻訳上梓︒

ハリスの著書︒翌1936年︑﹃ロータリー

ヨヨisR〇一ariaつ>幕﹄

(第2790地区

高め︑ひいては人々の生活をより良いものに変
革してもらいたい︒

米山記念奨学事業は発足当初の時代背景から
考慮すると︑二度と戦争の悲劇を繰り返さない

平和志向の日本を海外の若者に理解してもら
い︑彼らの母国と日本との平和の懸け橋になっ

Annotation

八千代杉

は︑生産性を向上させ︑一人当たりのGDP(国

ム)をIOT︑AI(人工知能)︑ビッグデータな

えることの一つに︑外国人留学生に加え︑新た

えようと思いました﹂と述懐されているが︑変

ストでもあった父が、

﹃友﹄2018年10月号の米山記念奨学会新

内総生産)を上げることが喫緊の課題である︒こ

どの諸分野・用途に活用して生産性向上を図

開催された「第1与回
日本医学会総会」に出
席した時のメダルと、
医師でエスペランテイ

〈団6う
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てもらうという︑大変有憲義な事業である︒現

在でもその意義は通じるし︑私もその意義に賛
同して協力してきた︒
しかし︑事業が発足して既に65年以上になり︑

その間︑世界経済︑社会環境は著しく変化して

熱愛琶蚤睡蓮誕挿ズ

ま

【

‖

父が19与9年に東京で
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後︑国民新聞社の業務見直しを受 け 退 職 し ま す ︒

69年度ガバナー) でした︒その後︑吉野PG

ち︑今日に至っている︒比較的幅広い経験をし

ク)に入社︒1

0年勤務した後︑大学の教壇に立

ば高崎北RCの創立会員となります︒

した︒1904(明治37)年︑日銀副総裁・高

臣辞任︑松方の推薦で翌年日本銀行に入行しま

臣・松方正義の秘書官となるも︑3カ月後に大

て︑私たち高崎シンフォニーRCが誕生しまし

のガバナー年度に︑高崎北RCを親クラブとし

PG(2005-07年度国際ロータリー理事)

1995年︑前原PGを岳父に持つ重囲政信

は任期中に三十数回もあるので︑毎回異なった

にとって︑当クラブの場合︑この ﹁会長の時間﹂

しかし︑会長候補の話が持ち込まれた会員

てきたので︑この間の苦労など︑後々の参考に

橋是清と渡欧します︒これは日露戦争の外債募

た︒当クラブは今年度で創立25周年を迎えます︒

テーマで話し︑原稿を用憲するのはかなりの重

若手会員への研修資料の提供

﹁文化の違い﹂ ﹁出会い

NO.1
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1900(明治響年︑蘇峰の紹介で大蔵大

集のための出張でした︒ここで蘇峰との外遊で

先人が紡いだロータリーの絆を︑後世につなげ

荷であると感じた︒本書はこうした状況にも配

(2)

クラブ内外へのロータリー活動の紹介

﹁学ぶ﹂ ﹁違いを知る﹂

た背景の一つである︒

いる﹂との話を耳にしたことも︑出版に踏み切っ

や︑﹁会員家族が毎週届く会報を楽しみにして

例会でスピーチのメモを取る人がいたこと

(3)

(1)会長エレクトへの心理的重荷の除荷

慮し︑次の趣旨で出版することとした︒

なる話は多少あり︑一年を通して披露した︒

培った人脈が生かされます︒裏方で日本の分岐

質店)

群馬県

たいと思います︒(第2840地区

﹁会長の時間﹂を
一冊に
中津川センタI浅井

0分穂度の﹁会長の時間﹂を設け︑会長が時局

雑感などを自由に述べ︑その内容を﹁会報﹂に

を尊ぶ﹂ ﹁思索への愛﹂ ﹁誤解への警告﹂

1

中津川センターRCでは︑例会の冒頭に5˜

達雄

点を支えたのです︒1918 (大正7)年には

日銀の理事に昇任し︑この後︑東京RCの別立
会員となります︒
関東大震災の翌1924(大正13)年︑深井

は東京RC会長に推されます︒この年度に震災
孤児院﹁ロータリー・ホーム﹂が開館しています︒

翌年度に東京RCを離れたようで︑1928(昭

和3)年には日銀副総裁となります︒

井上準之助蔵相や高橋是清蔵相を支え︑

掲載している︒私は2018-19年度会長を

薬集﹂の7章構成でショートスピーチをまとめ︑

﹁言の

務めたが︑このたび︑その内容をまとめたショー

2017年に岐阜新聞の随筆欄﹁素描﹂に連載

0)年︑日銀 総 裁 に 就 任 し ま

す︒翌年二・二六事件で高橋蔵相が亡くなり︑

1935(昭和1

2)年に総裁を辞任しました︒

ト・スピーチ集﹃言葉と思索の散歩道﹄を出版

1937(昭和1

(昭

そして帰郷-郷土への愛﹂を

発行:ブイツーソリューション

貴族院議員︑枢密顧問官を経て︑1945

私は会長就任時︑71歳︒年は取っているが

!

付録とした︒

した﹁生い立ち

総裁任期中︑2度の帰郷がありました︒高崎経

入会5年目で︑会員歴は浅かっだ︒というの

Amazonなどで購入可(紙媒体/電子版)

した︒

済界を挙げて集まった岡源別館でのあいさつの

も︑1

付鎮二想い疲らそして購照一郷土への重

和20)年︑日本の敗戦を見届け永眠︒

中で﹁私はここで生まれた﹂と明かしています︒

た︒会長に就任する誰に︑取りとげてもらいた

後に帰郷して入会させていただいた身の上だっ

いテーマを会員に尋ねたところ︑﹁故郷を離れ

l

言葉と思索の散歩道

5歳の時に故郷・中津川を出て50年︑定年

2度目の帰郷は︑高崎新人会という若手経営者

ていた的年の間にあったことを話してほしい﹂

私は海外駐在を含め21年間︑量BMに勤務し

著

液井達雄

の招請に応じたもので︑そこに若き日の吉野五
郎バストガバナー(PG)がおられたそうです︒

た後︑緑あって松下電器産業(現・パナソニッ

という希望が多かった︒

吉野PGは高崎RCで会長を務め︑後に高崎

に第355地区ガバナーを務めます︒この時︑

南RCの創立会員となり︑1964-65年度

桐生RCの会長は前原勝樹氏( 後 に 1 9 6 8 -

ローヶ年クラブシ責-トiスピー・議
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理運動であり道徳運動︑人間性の向上運動です︒

ことがないかを︑物言わず監視しています︒

ます︒襟のバッジも同様に︑私の言動が恥じる

いい﹂ではなく︑皆が良くなって︑初めて自分が

ナ禍で思い知らされた通り︑﹁自分一人だけが

存在する一道徳観念の現代生活における︑こと

(1935年刊行)で﹁(ロータリーは)古くから

え︑﹁職業奉仕﹂を堪由に例会を休んだこともあ

を守り税金を払うことが職業奉仕であると考

精を出すことだと思ってきました︒また︑雇用

私は在籍20年間︑職業奉仕とは懸命に仕事に

つのか﹁意﹂ です︒こうした﹁知・情・意﹂を

運動を推し進めていこうとする強力な意志を持

そして︑﹁奉仕の理念﹂を理解してロータリー

iaつAOOe﹄

に実業職業生活における実践に他ならない﹂と

りました︒しかし︑ロータリーのいう職業奉仕と

持つ ﹁立派なロータリアン﹂が一人でも多くな

ポール・ハリスは著書﹃享isRO青a

書いています︒ウオーリングフォードの祖父の

は︑奉仕の理念(手①idea○○fseヨice)を身に付

れば︑会員増強に結び付くのではないでしょう

良くなる︒自分は後なんです︒何と100年も

生き方です︒

けて仕事に取り組むことではないでしょうか?

果てることのない﹁謙虚﹂な姿勢です︒﹁立派

るのは︑自分の考えを押し付けない﹁寛容﹂と︑

すればやがて良い報いとなって自分に返ってく

です︒﹁情けは人のためならず﹂とは︑人に親切に

しさであり︑﹁利己と利他の調和を求める哲学﹂

(第2520地区

福島県

冷暖房器具配布)

深井英五から紡ぐ
100年

か?

前から︑ロータリーは言っているのです︒

﹁ロータリーの樹﹂ のパネルを作って各クラブ

﹁奉仕の理念﹂とは他人に対する思いやり︑優

なロータリアン﹂ になれば︑社員が付いてきま

ることですが︑﹁積善の家には必ず余慶あり﹂と

私が地区職業奉仕委員長を務める今年度︑
に広めました︒﹁立派なロータリアン﹂を支え

す︒社員も﹁仕事を通じて自分を磨くことが人

秀隆

1920 (大正9)年︑東京ロータリークラ

高崎シンフォー丁金子

ブ(RC)が創立会員24人で発足します︒そこ

いうように︑祖先の善行が子孫の繁栄になりま

すれ合い︑皮がむけてきれいになります︒会員

生の日的なんだ﹂と︑立派な人格を手に入れれ
また﹁四つのテスト﹂を会社に掲げることを

が切磋琢磨して人格を磨くのです︒今でいえば

に ﹁日本銀行理事・深井英五﹂

す︒また︑里芋に樺を入れて洗えば芋同士がこ

提案しています︒これを掲げることは会社の品

米とぎです︒米は私たち︑かき混ぜるのはクラ

彼は1871(明治4)年1

ば︑今度はお客さまが付いてきます︒

﹁不公

ブのルールであり模範︑象徴であるクラブ会長

深井景忠の五男として︑当時は武家屋敷の柳川

2月に旧高崎藩士・

の名があります︒

平ではないか﹂﹁敵意と憎悪を招かないか﹂﹁誰か

です︒例会をそのような機会にしましょう︒

質保証を表しています︒﹁うそはないか﹂

の不利にならないか﹂と毎日私に問い掛けてき

英玉は幼少期︑西群馬教会(現・高崎教会)

町で生まれます︒
ている佐藤千薫バストガバナー(第358地区・

で英語を習い︑教会の推薦で︑奨学生として新

また︑ロータリーについての著書を多く残し
1974-75年度)は︑安易にモノやお金を与

島嚢の同志社英学校普通科に進みます︒卒業後

新聞社時代︑日清戦争従軍話者となり︑英語

えることが奉仕ではないと言っています︒穏や

﹁立派なロータリアン﹂とはロータリーの﹁知・

力を買われて一時は大本営嘱託も務め︑帰国後

は同窓の先輩︑鶴蔀離雌が主宰する国民新聞社

情・意﹂を会得した人です︒﹁四つのテスト﹂を掲

外報部長に就任︒1896(明治馨年から蘇峰

かな顔︑優しい言葉︑他人への思いやりが奉仕

げて緩験を積み︑そしゃくして自分の言葉で

のヨーロッパ外遊に同行し︑文豪トルストイや

に入社しました︒

ロータリーを語れるのか﹁知﹂︒他人の痛みの分

ヨーロッパの知識人などに知遇を得ます︒その

です︒

かる豊かな感性を持つのが﹁情﹂です︒新型コロ
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そうです︒あとがさでは﹁闘病されている方々
のために働く全ての医療︑福祉︑介護関係の方々

やボランティア活動されている皆さまに敬意と

感謝を申し上げたい﹂と結んでいます︒その内
容たるや素晴らしく︑いとおしく︑感動します︒

﹁各診療所の調剤薬局
規子

は必要ですか?﹂考2
大束中央伊泊

大卒後00年近くになる薬剤師ですが︑皮膚科

の先生︑薬剤師の方の本欄への寄稿(2020

もう一つは︑佐々木久会員が︑2020年7
月27日で満89歳となり︑卒寿を迎えたことです︒

9月号縦組みP

年5・6月号縦組みP1

ちクラブの生き字引です︒いつ卓話をお願いし

しています︒当然ロータリーには詳しく︑私た

戻った頃には医薬分業が推進され︑調剤薬局が

局を開局しました︒その後廃業し︑病院薬剤師に

私は痛院薬剤師を経験の後︑大束市郊外で薬

がら︑患者様一人一人に安心感を持ってもらえ

てきます︒病院内薬剤師や介護施設と連携しな

これからますます薬剤師の必要性は大きくなっ

9)を拝読し︑懐かしくなり筆を執りました︒

7

ロータリー歴は00年を過ぎましたが︑今でも背
1

6˜1

筋をピーンと伸ばし︑ネクタイ姿 で 例 会 に 出 席

ても快く引き受けてくださいます︒口癖の﹁あ

出席されるようになりました︒大学も4年制か

るようにと願います︒﹁各診療所の調剤薬局は

地域連携薬局や専門医癒機関連携薬局など︑

んな⁝:﹂から始まる佐々木さんのトークに︑

ら6年制になり︑この追加された2年間の授業

(第2660地区

大阪府

診療科における必然性によると思います︒

必要ですか?﹂の答えにはなっていないかもし
地元の2カ所の病院の門前にはそれぞれ別の

=

職業奉仕は
未来への挑戦

病院)

内容は分かりませんが︑きっと充実した授業で

普段もユーモアたっぷり︒今︑家ではお連れ

調剤薬局が営業していますが︑調剤薬局から診

私語の多い例会が急に静かになっ て ︑ 皆 聞 き 入

合いとの二人暮らしですが︑ある日のお二人の

療所へのキャッシュバックなどはありません︒

れませんが︑必要かどうかは︑地域性︑また各

会話︒夫人﹁今日︑ロータリーの例会でよ﹂︒

時間の余裕ができ︑その間に新薬検討や︑勉強会

素晴らしい方々が卒業されていると思います︒

佐々木氏﹁分かっとる=÷夫人﹁そうじゃなー︒

ります︒誠に不思議な話術です︒

あんたからロータリー取ったら何も残らんわな

に交代で出席できるなどメリットはあります︒
う︑多忙な上に重い責任を負った若い薬剤師が

昨年放映された﹁アンサング・シンデレラ﹂とい

最近体を壊された夫人のため︑近くの娘さんや

主人公のドラマを見て︑今の私には到底できな

われわれ事業を営む者にとって一番の関心事

たちに話す時︑その笑顔に彼の人 柄 を 感 じ ま す ︒

ボランティアの人も見えているようですが︑﹁こ

いと思いましたが︑患者様に寄り添い︑健康維

は︑自分の草葉の発展繁栄です︒﹁ロータリー

‖㌔そう言われたと︑笑みを浮かべながら私

のごろ︑老々介護でよ︒長く一緒に過ごしてき

持や疾病などの予防に対し︑見えないところで

に入れば︑あなたの事業は発展繁栄するんで

照夫

たのだから大切にしてやらんとな﹂と時々話さ

も役に立つのが︑今後のプロフェッショナルと

すよ﹂と︑ロータリアンはロータリーを知らない

郡山初瀬

れる氏に︑敬意を感じます︒

しての薬剤師の使命だと思います︒

お二人は私たちのクラブの誉れです︒及ばず

リーは教えてくれませんが︑どのような人間

人に話していただきたい︒商売の仕方をロータ

院内から外への移動に時間がかかる︑といった

になればあなたの事業が発展繁栄するのかを︑

一方︑患者様からすると少々費用がかかり︑
を追い︑今年度の残りの任期を頑張っていこう

デメリットはありますが︑専門知識を持つ薬剤
生損保代理店)

と思います︒
徳島県

ロータリーは教えてくれます︒ロータリーは倫

ながら︑私もお二人のロータリー精神満々の後

日々、プロとしての使命を念頭に

師に相談できるなど︑良い面もあると思います︒
(第2670地区

NO.1

VOし.69
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財団奨学生の成功と
﹁鬼減﹂を祈願

エッセー、派外のロータリークラブ訪問

秀徳

PしAZA

配され︑さらに大学の授業やクラブ例会が共に

がりました︒まずは本人が感染 す る 危 険 性 が 心

ところが渡航前に︑新型コロ ナ が 現 地 で も 広

ロータリー財団の目的にぴったりです︒

を専攻︒国際理解・国際平和を 推 進 す る と い う

築・紛争解決などに関連する国際法・国際政治

ることが決まっていました︒大学院では平和構

シティ・カレッジ・ロンドンに1年間︑留学す

バル補助金奨学生として︑イギリスのユニバー

る内田さんは︑このたびロータリー財団グロー

た︒アメリカのワシントン大学に留学経験があ

する中︑内田任那子さんの壮行会を行いまし

昨年9月5日︑巨大な勢力の台風10号が接近

太宰府浦田

1,000字以内。開運
議、時局雑感など。

うした困難を乗り越えることもまた得難い経験

できるかどうかも懸念されました︒しかし︑そ

などから︑本社は﹁﹃鬼減の刃﹄の聖地﹂として︑

の名前や鬼退治がすなわち鬼門よげであること

炭治郎が刃で鬼退治していく物語です︒主人公

ここまで書けば︑われわれがなぜ本社で壮行

になるだろうと問題を捉え直し︑彼女は予定通

壮行会は当クラブの馬場貴行会員が神官を務

会を開催したのかお分かりかと思います︒新型

多くのファンの巡礼地となっています︒

める宝満官憲門神社で行いました︒霊峰・宝満

コロナ禍の中︑伝教大師最澄と﹃鬼減の刃﹄に

り渡航することになりました︒

山の麓にあり︑飛鳥時代から大宰府の鬼門よげ

内田さんの渡航安全︑学業成就︑国際交流の

あやかろうと祈願した次第です︒

る人々が︑ここで航海の安全と事業の成功を祈

﹁機会の扉﹂が大きく開きますように︒そして

の神社とされてきました︒遣唐使など大陸へ渡

願し︑平安時代の僧・最澄も︑大変な困難が待

弁護士)

新型コロナ禍が一刻も早く収束しますように︒

福岡県

鴨島福永

隆子

∴私たちのクラブの誉れ

(第2700地区

ち構えていた入唐・求法前に︑その成功を祈願
したそうです︒帰国後︑天台宗を伝教し︑京都
の鬼門よげに延暦寺を創建したことは︑皆さま
ご承知の通りです︒

ところで︑映画やテレビアニメも大ヒットし

ている漫画品濃恥部をご存じでしょうか︒
鬼になった妹を人間に戻すため︑主人公の竃門

私は今年度︑会長の大役を受けています︒不

慣れでオタオタとしていたところ︑クラブに喜

ばしいことが二つありました︒

一つ日︒当クラブは会員数が50人足らず:つ

ち女性会員は5人ですが︑その一人が本を自費

いた夫を亡くされたこと︒悲しみや寂しさ︑虚

出版したことです︒きっかけは︑長く看病して

脱感から抜け出せずもんもんとする日々が続い

ていたある日︑亡夫が彼女の背を押したかのよ

うに︑﹁彼と過ごした日々を記録に残そう﹂と

の思いが生まれたそうです︒彼との出会い︑思

いやり︑優しさ︑愛︑績婿︑そして体調の優れ

なかった彼の看病︒看護師資格を持つ彼女は︑

専門的な介護で︑最期まで自宅で夫を看病した

〈工面69

ロータリーの友

令和3年1月号

FRIENDSH看P

オンラインであることから︑十分な国際交流が

『鬼減の刃』の聖地で、内田さんの前途を祝しました

∠萎
臆̲四三撃.

掌典があれば添付してください。

朝寒や息をひそめて血圧計
北海道・登別

月山の風の転がる花野かな
山形西

埼玉・川口中央

正代は宇土の宝よ九月場所
月見酒今宵親父の年を越え
埼玉・川口中央

秋水でしめてつるつる箱うどん
千葉・富里

長男と医学論議や新走り
山梨・甲府西

爽やかに木の香散らして彫る欄間
宮山南

香川・高松

騎馬戦なし紺体操なし運動会
夏草の花もからまる鎌の先
埼五・日高

流行のフェイスガードの菊人形
愛知・名古屋錦

夜半の秋大海原に北斗立つ
鳥取・倉吉

外廻りもどれば地獄過冷房
宮山・朝日

この度の月に酌みたる思ひ出も
佐賀・伊万里西

兵庫・神戸西

日の覚めて 佼 半 の 月 見 で 又 眠 る

厨にも秋は栗にけり虫時雨

信義

功子

昇

義次

道夫

政雄

富雄

滞徹

和牛

寺島きしを
結城
阿部
野崎

寒郵
太田
升田

大平
犬竹
中山

南嶽

隆一

馬野慎一郎
前田
田中

幸子

京極美栄子
茨城・古河束 小山

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

群馬・館林

廃屋に煎るる無花果主は何処
捜すあてなしそっと手を出す
新井

矢吹

小山

使いなれたこげ鍋は捨てられません
吐息まじりに磨く秋の破
茨城・古河東

妻逝きて一周忌縫えし句会あり
米書の月ひとり見る句を作る
茨城・友部

進

幸子

和夫

律子

初めて見るバナナの花が重そうに
たくさんの実をぶら下げている
大原

埼玉・所沢西

欣樹

敏子

垂博

重刷

千春

高見篤志郎

松森

池田

福地樺之助

政雄

狂ひ咲きの李の花もしぼみけり
百舌の高音に秋深まりて
千葉・富里 寒郡
待ち遠しダイアモンド富士あと三日
雲無きを願ふけふは夕焼け
東京 新

擬畿彊藤台

東京ワセダ

革生える更地となりで三ケ月
数個のあきかん秋風の小
京都東山

奈良

村里に稲麗も少しこうべ垂れ
白き蕎麦の佗赤き彼岸花
田舎から届いた粟と新米で
食う粟ごほん妻と一一人で
大阪天王寺

時里

平峯

施設にて暮らしし叔母より茶飲み友達
できたと電話の声弾みをり
香川・高松

佐賀・伊万里西

通された母の記せし日誌帳
繊く佼半に鈴虫の泣く

投稿規定◇雑詠◇会員︑家族︑ロータリI豪族◇一カ月
に葉書で一人一二百まで◇締切一一〇日必着◇葉書ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明記 ◇文字明確に◇﹃友﹄歌壇係宛

失業か

いいね就職してたんだ

新潟

長野・佐久コスモス

成り行きで旗日無くした神無月

大阪西

秋まつり音なく心がらんどう

東京日本橋東

種運ぶ鳥はお庭のデザイナー

例会にとっくに行ってる筈ですが

埼玉・大宮中央

小林

戸塚

悟

雅勝

井口

領治

弘子

鴨谷璃美子

樋口

西川

江守

政美

正

ロータリアンなれたことこそわが誇り

宮山・射水

日本口-タリI巨クラブ26与0

去年より少し賢くなれたかな

飯田

柴田

米津

池田

福澤

菊池

遠藤

小泉

泰之

勇

仁志

広樹

廣明

文彬

亮之

博明

お迎えはゆっくり来てねと旅支度
大阪大淀 長谷川孝華子

財布よりマスク忘れて立ち往生

東京池袋

コロナ禍でリモート傘寿の同窓会

岡山・倉敷束

福岡イブニング

百歳まで頑張ってよと歯を磨く

大分・中津

習字展字より名前に係の作

そういえば昨日もビール旨かった

神奈川束

静向きに無言で食べる新ルール

長野・上田

満月を見てもコロナを思い崩す

埼玉・戸田イブニング

神奈川東

想い出は良しも悪しきも平等に

投稿規定◇雑詠◇会員︑家族︑ロータリー家族◇一カ月
に葉書で一人三句まで◇締切 二〇日必着◇葉書ウラにも
クラブ名・氏名︑電話明詰◇文字明確に◇﹃友﹄柳埴係宛
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70亀田

長谷川

球場の観客五千月照らす

極圏

東京蒲田 馬場 久恵
新型コロナウイルスの猛威が収まらない︒観

光彰

客数万人を収容できる球場なのに︑何分の一かの
五千人に制限しているのだ︒閑散としたスタジア
ムを秋の月が照らしている︒

りんご固く岩手の空気届きけり
埼玉・熊谷寵原 森田

兵顕

睡弘

産地直送の林檎(リンゴ)は格別︒新鮮で実が
硬くしまっているうえに香り高い︒箱を開けば︑
リンゴの冷ややかな香りが感じられる︒﹁岩手の
空気﹂まで届いたかのよう︒

いわし雲あかねに染まり溝へ出づ
愛媛・宇和島

松尾

恒己

昼 間 ︑ 青空に広がっていた鰯(いわし)雲 が 夕
暮れになって海上へ流れてゆく︒そのとき一つ一
つが茜夕焼けて色に染まっているのだ︒夕べの空
の荘厳な景色︒その動きを捉えた︒

夕焼けは飛魚干す子篤の顔を染め
長崎・佐世保南

植田

晃行

これも夕焼けの句︒トビウ才を干す漁村の子ど
もたち︒大人を手伝っているのか︑子どもの仕事
と 決 ま っ ているのか︒その顔がいつの問にか 夕 日
に染まっている︒敬虔(けいけん)な思いが漂う︒

兵庫・神戸西

校 の 眉 間 にこゝ何日か虫の声
居 間 の どこからか虫の声が聞こえる︒それ だ け
なら﹁ただごと﹂ の句である︒句を生かしたのは
﹁こゝ何日か﹂という言葉︒虫の声に託して秋の
深まりを詠んでいる︒

∴

∴∴

蕃壇
鵜飼

武彦

馬場あき子関

里芋の大きな葉っぱの空中湖
糸トンボきて水飲み憩う
岐阜加納

潤子

楽しいメルヘンの一場面のような歌だ︒絵画
的で目に見える︒大きな里芋の葉っぱのまん中に
できた湖は雨滴だろうか︒大地からはかなり高く
にあるのを空中湖と名づけているのもポエティッ
ク︒登場するのか大きなものではなく糸トンボで
あるのも︑ちょうどの釣合だ︒実景から少し空想
を働かせてこうした童話風な世界を作り上げてみ
るのも楽しい︒ここでは空中湖と糸トンボの出会
いがよかっだ︒

薗田

コロナ調を生きる吾が日々静かなり
知らずや奥歯を強く噛む癖
宮崎

健一

コロナ禍の日々は不自由だ︒不要不急の外出の
控えも十日つづけば精神の逼塞感(ひっそくかん)
がどうしようもなくなる︒それに耐えている日々
を﹁静かなり﹂といっているのはきわめて表面的
なこと︒下旬を強くうたい出して︑本当の自分の
現状を訴えようとしているのがこの歌である︒知
らず知らずのうちに奥歯を噛みしめている自分を
見出す︒﹁癖﹂といっているが︑これはよほどの
辛樺(しんぼう)を科した時のもの︒どこかで気
を抜くことも大切︒

佐藤
秋田で露天販売される氷菓の一種

秋田・能代

パパへラも夜店も出ない夏終わり
見上げる空に希望の花火
*編集部注

光彰

てじま晩秋国

月見れば一億人が皆詩人

孝二㌃そ五︑㌢

天

埼玉・熊谷寵原 森田

人間って︑特に男性には詩人が多いように感じ

るのはひいき目でしょうか︒こんな状況を日にす

ると強く感じます(女性の皆様︑誠に申し訳ない
です)︒これから日を追うごとに佳(よ) い月が

克美

顔を見せてくれるようになります︒﹁お月さん︑
今晩は﹂です︒
地

会員の増強チコちゃん教えてよ
茂木

群馬・伊勢崎

ます︒﹁ボーつと生きてんじゃねーよ!﹂の三一口で︑

毎週土曜日になると︑早起きをしてNHK朝の
﹁チコちゃんに叱られる!﹂を楽しみに見ており

定利

シャキッと目が覚めております︒特に二日酔いの

酒飲んで回りを見ればただひとり
埼五・入間南 斉藤

朝には効いていますよ︒

大

順蔵

﹁意外と孤独﹂なものなのです(笑)︒ご同輩方々︑

私もイケる方なので︑良くわかる一句です︒酒
飲みって︑元気にやっているように見えますが

今日も元気に明るく︑やりましょうよ︒

朗らかな老夫婦にホントの唖がない
青森・五所川原中央 小野
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令和3年1月号

壇

喜「卓話の泉」は、クラブ

田中

智樹

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

い肴三種︑煮しめ︑酢の物︑焼き物﹂︒祝
い看三種でみると︑関東では﹁黒豆・数の

子・田作り﹂︑関西では﹁黒豆・数の子・
たたきごぼう﹂と異なり︑地方独特のもの

があります︒黒豆は︑黒く日焼けするほど

達者に働けるようにと邪気をはらい︑長寿
と健康(無病息災)を願い︑数の子は︑卵
の数が多く︑ニシン(二親)に通じ︑五穀

渡辺

(第2830地区

典睦

青森県)
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私の一冊

老人と海

つがるRC

﹁かれは年をとっていた︒メキシコ湾流に

小舟を浮べ︑ひとりで魚をとって日をおくっ

ていたが︑一匹も釣れない日が八十四日もつ

︒

中学時代の恩師が大学の卒業論文で本作を

づいた﹂ -

正月に火を使うと火の神様が怒るともい

選んでいたことと︑私も海釣りが大好きなの

豊穣と子孫繁栄を願います︒

われており︑神様と共に食事をする雑煮以

老人と巨大なカジキマグロとの死闘が︑本

で︑読んでみました︒
め︑元日一から三が日まで火を使わずに済む

当にリアルに描かれています︒また︑小舟の上

外は火を使わない風習があります︒そのた
ようおせちには酢漬けや加熱したもの︑濃

から見る自然の動きの描写は︑私も老人と一

夢を見ていた︒

姿をじっと見守っている︒老人はライオンの

最後の場面︒少年が傍らに座って︑彼の寝

んだ﹂との一節に勇気と希望をもらいました︒

して﹁人間は負けるように造られてばいない

も﹁希望をすてるなんて︑馬鹿な話だ﹂︑そ

体となっているような感じがしました︒中で

い味付けのものなど︑日持ちの良いものを
多く入れます︒

600億円とも言われ︑特にネット通販を

近年︑おせち市場の年間販売金額は

したものを食べることで無病息災を願うも

洋風オードブルや中華風などと伝統的な品

う時代﹂ へと変化しています︒昨今では︑

民衆に広まり︑その中でも正月の節句料理

(第2680地区・兵庫県・姫路RCにて)

たおせち料理にも時代背景がうかがえます︒

にぎやかに過ごしたお正月︒大人数用だっ

﹁ペット用﹂です︒かつては親族が集まって

増えてきているのが﹁一人用﹂︑﹁少人数用﹂

したものが登場し︑種類も豊富です︒特に

を組み合わせたり︑冷蔵︑冷凍などに対応

の地域で大みそかとされている以外は︑お

異なります︒食べる時期は北海道など一部

おせち料理の中身は地方や家庭によって

を﹁鰯﹂と呼んでいます︒

現在では重箱に詰められた正月料理のこと

がその後︑重箱に詰められるようになり︑

江戸時代には五節供は五つの節句に変わり

中心に伸長しており︑﹁作る時代﹂から﹁買

んで要約、掲載しています音

のでしたが︑今とは違い質素 な 料 理 で し た ︒

しくは御節供と呼びました︒神様にお供え

ました︒その際に食された料理を︑節供も

として︑正酷似が宮中儀礼に取り入れられ

奈良時代︑中国から伝わった仏教の行事

ブンセン(裸)代表取締役社長

おせち料理あれこれ

金甲
おむね元旦から三が日にかけて︒基本は﹁祝

ヘミングウェイ 著
福田栢存 訳
新潮文庫 200事年改版
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者への﹁襲名披露﹂は済ませていたというわけか︒

リーズ名は﹁九代目室賀柴助﹂︒商品として消費

した︒ハンドクリームや練り香水など6品種︑シ

アップしてコスメシリーズを20重5年に売り出

常務で海外担当でもある長男︑ゆう寅さんは言う︒

ヨーロッパなどからも問い合わせが増えている︒

れまでも香港や台湾︑北米に輸出されていたが︑

実際に海外の注目度は上がっている︒七味はこ

﹁全体から見ると微々たるものですが︑4年ぐ

らい前から倍々で伸びて︑19年は1200万円
の売り上げでした︒七味は料理ができてから食卓

ごった返していた︒店頭ではスタッフがシソ︑

本店に行くと善光寺参りの団体客などで店は

と広めたいと考えています﹂

合わせることができる﹃後がけ文化﹄を世界にもっ

イスばかりで︑なじみが薄い︒それぞれの好みに

で﹃後がけ﹄するもの︒海外では料理で使うスパ

蕃椒(唐辛子)︑麻種︑断碑し酢難み(ショウガ)︑

3億円と室賀

店舗や農場︑工場と事業を広げ︑従業員はパー
トも含め100人を超えた︒年商も1

サンショウ︑ゴマの七味だけでなくユズやニンニ

クなどのスパイスを︑客の注文に応じて目の前で

さんが入った時の1

ピザに合うものを依頼された

という︒イタリア料理の店から

料を作るブームが生まれている

をブレンドしてオリジナル香辛

七味唐辛子の世界では︑他に40種類のスパイス

0度に管理してある

械の操作や︑手作業でシソからごみを取る作業ま

150㌔㌘の唐辛子を購煎できるという大きな機

着け︑中に入ると唐辛子の匂いがプーンとする︒

焙煎する工程を担う工場だ︒衛生服などを身に

て行っていただいた︒七味の材料を粉砕したり︑

車で00分ほどの牟礼にある農場と工場へも連れ

出るのは楽しみで︑息子ともよくここで話をして

﹁今は仕事は息子に全て任せています︒例会に

重鎮︒会社では会長職にあるが︑

た︒明さんは1

の父の明さんが出席すると聞いて取材に向かっ

0倍を超える企業にまで育て

調合して売っていた︒室賀さんが2008年に復

り︑カレー用やラーメン用七味

でこの工場内で行う︒気温を1

います﹂

活させた昔からの販売方法である︒

など多種多様である︒﹁出演者

唐辛子などの原材料倉庫や︑徹底した衛生管理に

とのコラボで共通パンフ

﹁やげん堀﹂と京都の﹁七味家

ます︒甘味︑塩味︑酸味︑苦味︑うま味を水に溶

﹁会社で毎年1回︑全社員で味覚検査をしてい

例会で談笑する室賀親子と関都則バストガIけ一(左)

2002年ロータリー入会︒04年から現職︒

八幡屋犠五郎代表取締役︒1961年生ま
れ︒大学卒業後︑87年八幡屋蔵五郎入社︒

◇室賀栄助(長野RC会員)本名は豊︒(株)

れた︒

わすそうだ︒親子の会話には会社の歴史が感じら

れたからだという︒時に仕事を巡るやりとりも交

ロータリーに入会したのも︑父から強く勧めら

5年前にガバナーを務めたクラブの

に配りたいのでオリジナル七味

圧倒された︒

室賀さんの趣味は読書と料理︒味覚には自信が

を﹂という芸能人などからの依

頼も増えているという︒

本舗﹂

いて3段階の膿度にします︒いちばん薄くしたも

あるようだ︒

レット﹁七味三都物語﹂も作っ

のを当てるのは難しい︒前回の全問正解は3人だ

同じ七味の老舗である東京の

た︒七味を国 内 だ け で な く ︑ 国

け︒そのうちの1人が私です﹂

翌日︑長野ロータリークラブの例会に室賀さん

外市場にも打って出る方策を探
る話し合いもしているそうだ︒

撮影/工藤隆太郎

フリーカメラマン。地元秋田の撮影がライフワーク。

〈二重]73

62歳から始めた筋トレで胸筋を自由自在に動かせるようになった。

元週刊朝日話者。

記事/山本朋史

本店では目の前で調合販売を
オリジナル七味のブームも

信州大学と共同開発している信八の収穫(八幡屋蔵五郎提供)

(信州大学の信と八幡

値を付ける商品作り﹂ の思いの結果だ︒試行錯誤

﹁信八

は︑丈が低く寒冷地でも育てやすく辛

の上︑品種登録した

屋の八)﹂

味がいいと評判︒これからは契約農家などにも広

げる計画だ︒自社農場では唐辛子の他にもゴマや

シソなども育てる︒こうした自前の食材で斬新な

商品ができないかと考えて生まれたのが︑七味素

材を使ったスイーツだという︒

﹁私は酒を飲めない甘党だから (笑)︒幸い七味

はスイーツに合うと思いました︒最初は和菓子も

考えましたが︑賞味期限が極端に短いのでマカロ

ンに︒売り出したのは2008年︒生産能力が追

した﹂

いつかず︑売り切れ続出で怒られたこともありま

続いてチョコレートにジェラートと広げていっ

た︒どれも七味素材を使ったものだ︒

﹁チョコレートはカカオ豆から焙煎して作りま

す︒うちは唐辛子など焙煎技術は持っているので

自信はありました﹂

マカロンは唐辛子をはじめ︑ゴマやシソなど9

種類︒赤い唐辛子味をいただくと︑最初は甘いが

辛味がじんわり効いてくる︒やみつきになりそう

な甘辛味だ︒スイーツも食べられる喫茶店も本店

に併設した︒売り上げは全体の数㌫とまだ少ない

が︑唐辛子のイメージを刷新した功績は大きいは

ずだ︒

﹁長野に来たお客ざまに︑ここでしか買えない

土産ものを作りたいと思っていました﹂

唐辛子に含まれるカブサイシンは漢方の分野で

は昔から有名で︑戦前まで ﹁アカギレのこう薬﹂

を店でも売っていたそうだ︒今では薬事法の関係

で販売不可になったので︑化粧品メーカーとタイ
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認知されてからということで︑少し時間がかかる

前にお送りしたのです︒もっとも戸籍上は世間に
たこともあった︒

で毎月のように出場︒何度か表彰台に登っ

ずだ︒この店を家業から企業へと発展させたのが

で︑善光寺参りをした人は記憶にある方も多いは

光寺の門前の一等地大門町に店 を 構 え て い る の

八幡屋職五郎の創業は1736年︒古くから善

天才プロレーサーのケニー・ロバーツやヤ

備でオートバイを分解して作り直したり︑

ルバイトをしながらレースに出場した︒整

たい思いに歯止めはかからず︑1年間はア

料費など金がかかった︒大学卒業後も走り

レースに出るにはタイヤなど部品代や燃

室賀さんである︒七味素材を使ったスイーツやコ

マハの平忠彦さんなどその世界では超一流

そうです﹂と言う︒

スメ(化粧品)を作って発売するなどアイデアマ

の人たちに出会った︒

﹁その経験が仕事にも生きていると感じ

ンだ︒

マスコミからの取材も多く︑作家の村上髄さん

などにも出演し︑話題になった︒昔ながらの道具

あって気持ちに変化が出た︒ロードレースの道か

しかし︑仲間がレース中に事故死したことも

ることがあります﹂

やしきたりに敬意を払いながら新しいことにチャ

ら﹁引退﹂︒中途半端だった勉強をし直したいと

が司会を務めるテレビ東京の﹁カンブリア宮殿﹂

レンジする︑室賀さんの気質は若い頃から培われ

立正大学大学院に入った︒専門は近代文学︒志賀

など問題点が多くありました﹂

﹁逆に燃えたんでしょう(笑)﹂

とにした︒父は新事業をやることに積極的ではな

た︒室賀さんは問題点を一つずつ解決していくこ

と言う︒社長以外は誰も何の役職も持たなかっ

意を貫いて結婚︒5人の子ども(男3大女2人)

親には反対されたこともあったというが︑

いた女性と恋に落ちた︒妻の梅代さんである︒両

しなかっだが︑このときに宮沢賢治の研究をして

直哉の研究だった︒大学院は2年でやめて卒業は

てきたようだ︒

唐辛子など七味を使った
スイーツが評判に
二人姉弟だったので︑物心ついた頃から家業を

継ぐことは意識していたが︑仏像が好きで仏像作

かったが︑反対もしなかった︒類似品にも注意が

免許を取ったオートバイだ︒立正大学に入学︑1

その室賀さんが夢中になったのが︑高校時代に

年商も1億円に満たない会社だった︒室賀さんは︑

の時だった︒当時は両親を含めて従業員は8人︒

長野に戻って八幡屋韻五郎に入ったのは︑26歳

い︒最初はデザインを広告代理店などに頼んでい

﹁食品なので日に留まらなければ勝負にならな

に恵まれた︒

年生の時から埼玉にあるオートバイのレースクラ

﹁製法がマニュアル化されておらず︑品質が安定

ましたが︑こっちの意図が通じないことが多かっ

必要で︑老舗として差別化を図るために商品デザ

ブに所属︒筑波サーキットや鈴鹿サーキットなど

していないことや︑商品開発に積極性がないこと

自社農場を造って︑信州大学の協力を得て唐辛

ました︒現在は4人に増えました﹂

だので︑デザイナーを自社に入れて作るようにし

インにも力を注いだ︒

で行われるロードレースに250CCオートバイ

りや研究する世界に憧れた時期もあったという︒

オリジナルスパイスを調合(右)。

ラベルのデザインもさまざま

子の新品種の開発をしたのも室賀さんの ﹁付加価

〈圃7う

ロータリーの友
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七味唐辛子の缶を摸したトラック

konohito・taZunete

室賀栄助さん

MUROGA 亡-SUK各

●長野ロータリークラブ

信州長野といえば豊かな自然︑歴史文化にまつ

わる名所旧跡など見どころ満載の観光大県だが︑

中でも善光寺は断トツだろう︒年間的600万人

の参拝客が訪れるという︒その門前で江戸時代中

の九代目が今回の主役︑室賀栄助(本名・豊)さ

期から商いを続ける七味唐辛子製造・販売の老舗

んである︒

﹁取材は本店ではなく︑柳町の本社で﹂

と言われ︑宣0月26日朝︑北陸新幹線の長野駅か

らタクシーで7分ほどの (株)八幡屋磯五郎本社

へ︒モダンなどルの玄関口にコチョウランなど十

九代目室賀栄助様﹂ の木札が︒老

数鉢の祝いの花が次々と運び込まれていく︒鉢に

は﹁襲名祝い

舗九代目とは知っていたが︑襲名なんて歌舞伎や

落語の世界だけと思っていたから驚いた︒

応接室で代表取締役の室賀さんに聞くと︑

﹁八代日の父はやらなかったのですか︑祖父の

代まで栄助を襲名していたので︑いつかはやろう

と思っていました︒今の閉塞感を打ち破り︑気分

を一新するためにと襲名披露のあいさつ状を数日
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閉塞感を打ち破るためにと
九代日栄助を襲名披露

善光寺を背景に

﹁場の力﹂をつくる

人財活性化策
船橋屋には︑ビジョンを行動に移し成果を出す
ための人財活性化策の柱が6つあります︒

リーダーズ総選挙

常に大切な取り組みとなっています︒
5

次世代リーダーに誰が良いかを職歴・年齢・性
別問わず︑匿名で全社員・パートに回答してもら
います︒過去2回行い︑00代の女性を執行役員に

足感を感じながら自律的に活躍する強い組織を構

築する﹂ ことです︒

の活躍が︑若手にキャリアデザインを描ける機会

藤千藷バストガバナーは︑職業奉仕の理想につい

わが東京束ロータリークラブの大先輩︑故・佐

私の職業奉仕考

を与え︑モチベーションを高めます︒また︑全社

てポール・ハリスの言葉を引用され﹁社員の心に

抜擢︒経営者の好みではなく︑皆が認めるリーダー

員評価となることで︑部門長などの管理者はリー

灯を点じ︑希望と活力を如何にしてかきたてるか︑

プロジェクト活動

社内活性化の3項目に︑組織横断型のプロジェク

ダーの資質をしっかり問われることになるので︑

その方策を探求するのが︑常識的なより良い奉仕

1

トを置き︑職位にかかわらず若手社員が中心とな

周囲への気配りやマネジメント方法を常に憲識す

の道なのである(﹃ロータリーの理想と友愛﹄)﹂

行動にフォーカスした人事考課

縦割りの部門制とは別に品質管理︑衛生管理︑

り自由に発想し動ける環境をつくっています︒

ることになります︒

2

みとなります︒

ムワークやマネジメントの項目が重視される仕組

る9項目を評価します︒上位者になるほど︑チー

行動規範を設置︒職位により28項目のうちの異な

ご緑がなくても良い会社だったと︑うちのファ

内定を取れるポイントなどをお話ししています︒

より︑参加してくれた学生諸君が良い会社を選び

活セミナーのような会社説明会では︑自社の説明

用をマーケティングの場としても見ています︒就

しましたが︑その秘密がここに︒船橋屋は新卒採

冒頭で多くの学生が応募してくれる︑とお伝え

ち﹁自然の理法﹂ に従って今すべき当たり前のこ

下幸之助翁も語られていたように︑素垣な心を持

ははっきり分かりません︒私にできることば︑松

職業を通し︑自分が世の中に何を還元できるか

の言葉を知ったことが入会の動機の一つです︒

前に佐藤さんにお会いする機会が何度かあり︑こ

2010年末にご縁をいただきました︒その数年

と述べられていました︒私は︑ロータリーには

何よりも︑自らの力量を重視 す る 職 人 に は 全 業

ンになってもらえたらと考え︑心から楽しんでも

他のさまざまな部分を変革しっつも︑非効率な

マーケティング思考の新卒採用

務をプロセスごとに数値化し︑現在自分がどのレ

らうイベントづくりをしています︒さらに︑この

450日の自然熟成工程と無添加による2日間消

6

ベルにいるのかの認識を持ってもらいます︒総合

6項目以外にも︑さまざまな社内外の研修や発表

費期限を貫くこと︑社員の心に灯を点じ組織とし

給与査定には8つのレベルに分かれた28項目の

得点で7段階に分けて︑マイスター手当を支給し

会を行っています︒このような制度や取り組みは

て強い﹁場の力﹂を生み出すこと︑この2点は﹁自

職人マイスター制度

ますが︑職人は自分の足りないスキルがすぐ分か

を生む原動力となり︑ピジョン達成に

3

り︑習得すべき点を上司と話し合い次期の目標と

﹁場の力﹂

とを当たり前に実行する︒ただそれだけです︒

しなから︑モチベーションを高めていきます︒

これは緩営者としては非常にきついものです︒

大切なのは自社のブランド価値を向上し︑三方よ

ここまでをまとめますと︑経営者の仕事で最も

ゆえに︑大切なことは全て ﹁自分の在りかた﹂

方よし﹂の実現こそが私の成すべき職業奉仕です︒

然の理法﹂ の観点から絶対に不変であるべき点と

この会社に長くいたいか︑経営者は現場の声に耳

しを実現すること︒そのためにするべきことは

Be王ngにある︒オノ・ヨーコさんの言葉をもっ

一丸となって向かう機運をつくり出すのです︒

を傾けているか︑ビジョンは浸透しているかなど

﹁真・善・美から生まれる共感を起こすビジョン

て結びとします︒﹁ひとりで見る夢は夢でしかな

社内風土調査匿名アンケート

の質問を全社員・パートに匿名で回答してもらい

を描き︑ワクワクする形で社内に示した上で︑そ

い︒しかし誰かと見る夢は現実だ﹂

4

ます︒年2回実施︑中には辛嫌な意見も出て落ち

のビジョン実現のために社員が幸せを実感し︑充

考えます︒シンプルにこのアプローチによる﹁三

込むこともありますが︑憲見具申の場として︑非
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まの喜びをつくること
・美⁚真と善を分かりやすくデザイン的にも美し

く内外に表現すること
この3点の ﹁義﹂を愚直に実行すれば︑利は必

夢なき者に成功なし

起こすビジョンとは経営者の自己満足でつくるも

のではなく︑社員︑そしてお客さまや社会と一緒

につくり上げるものです︒

全国の経営者に講演をするのですが︑その際に

﹁ビジョンを浸透させるにはどうしたら良いので

Oではなく社員なのです!

員﹂から得るそうです︒メディアや口コミやCE

サービス︑誠実さ︑愛着心など多方面において︑﹁社

﹁ブランドカ﹂についてのアンケート結果は商品︑

の何から一番感じているのか︒ある本によれば︑

さて︑そのブランドイメージを︑消費者は企業

うのです︒

人の記憶の中に生き続ける思い出や情景﹂だと思

業が生み出し続けた幸せの量で︑お客さま一人一

ブランド価値を向上させます︒ブランドとは﹁企

餅ReB量RTH宣言=﹂として︑くず餅の発酵

2022年までの中期経営計画ビジョンを﹁くず

の力で世界を元気にすることです︒そのために

酵食品﹁くず餅﹂ の機能性に着日し︑その発酵

私の経営者としての夢は︑和菓子で唯一の発

ンになる︒それが﹁場の力﹂をつくる第一歩です︒

から高い志(理想)が生まれ︑共感を起こすビジョ

夢なしには成功はないのではないでしょうか︒夢

成功なし︒故に︑夢なき者に成功なし﹂︒そう︑

計画なし︑計画なき者に実行なし︑実行なき者に

あります︒﹁夢なき者に理想なし︑理想なき者に

個の戦術を︑イラストでカラフルに分かりやすく

﹁FDGS﹂というアプローチで6つの戦略と28

中期経営計画はSDGSを参考に︑船桶屋独白の

ちにも簡単に未来をイメージしてもらえるよう︑

には70歳を超えるパートさんもいます︒この方た

船桶屋は若い社員中心の組織ですが︑製造工程

にでも分かりやすく表現することは重要です︒

だわりを持っています︒想いを美しく︑そして誰

をもとに練り上げており︑特に﹁美﹂に対してこ

この共感を起こすビジョンは先の ﹁真・善・美﹂

させるものではなく共感してもらうものだから︒

質問に答えることはできません︒ビジョンは浸透

すか﹂

大好きな吉田松陰(1830-59) の言葉が

それゆえに︑懸命にPRなど社外情報発信をす

槽から分離した乳酸菌をさまざまな分野に活用す

表現しています︒中期緯営計画によるビジョンが

ず付いてきます︒﹁三万よし﹂ の実現は︑会社の

るよりも︑﹁三方よし﹂ の考え方を皆で共有しそ

ることにより︑船橋屋を町の和菓子屋から健康提

とよく質問を受けます︒残念ながら︑この

のみ旗の下に働けば︑自分が幸せになれると感じ

東京都生まれ︒

立教大学経済学部卒業後︑旧三和銀行(現三菱UF

1964年

ながら︑社内の共感者を増やしていきます︒

出来上がったら︑次は人財活性化策の導入を図り

案企業へ︑変容させたいと思っています︒

船橋屋代表取締役

86年

入行︒企業融資や債券トレーダIなどの業務を経て︑

○(楊)

員がワクワクしなから仕事をしています︒共感を

これをイメージするだけで私はもちろん︑全社

た社員が︑ワクワクとしながら商品やサービスを
ジの向上につながります︒心理学者のアルフレッ

提供できる環境をつくり出せば︑ブランドイメー

ド・アドラー(1870˜1937)は︑①自分
が好きになる(自己受容)︑②人を信頼できるよ

﹂銀行)

退行︑(株)

雅司

93年

8代目として代表取締役︑今に至る︒

渡辺

せを感じるようになると言っています︒ならば︑

2008年

東京東ロータリークラブ会員︒

うになる(他者信頼)︑③自分が役立っていると

社員がこの3条件を満たす組織をつくれば︑強い

2010年

感じる(他者貢献) の3条件がそろうと︑人は幸

遠心力を起こす組織が出来上がるのです︒私はこ

﹁リーダー﹂をやめると︑うま

くいく︒﹄P白P研究所︑2019年︒

主著に﹃Be言三aっagの∃eつ︹

船橋屋入社︒

の状態を﹁場の力﹂がある組織と呼んでいます︒
では︑船橋屋では具体的にどのように﹁場の力﹂

を養い︑オーケストラ型のフラット組織を構築し
ているかをご説明します︒
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いに戸惑いました︒例えれば︑教育意欲に燃えた

そんな環境に飛び込んだわけですが︑最初は大

い指示待ち人間を生む構造をつ く っ て い ま し た ︒

しい経営者と認められたい︑という理想にしがみ

典型的なセルフの人間で︑とにかく自分が素晴ら

それに引き換え当時の私は︑先に述べたような

懐が深く︑すごかったんだなと改めて感じます︒

の衝撃でした︒

ん﹂︒そればもう︑ハンマーで頭を叩かれたほど

と言っているうちは︑良い会社なんてつくれませ

﹁専務︑あなたが社員を︑あいつらとかやつら

らに風通しの悪い社内風土は︑余計なことをしな

新任の幼稚園の先生が張り切って赴任したら︑子

つき︑そのためなら手段を選ばない︒利益こそ正

こう言ったのです︒

どもたちが砂場や滑り台で好き勝手に遊んでい

義でそれを脅かす人間は全て敵︑と考え容赦なく

あの人財をうまく使い会社を発展させていだ父は

て︑誰も目の前に並んでくれない︑といえばご理
糾弾しました︒

使ったツールが︑当時まだ菓子屋では取得がな

ルール化︑仕組み化していくことでした︒その時

手始めは一から業務を分析し︑そのプロセスを

に並ばせるところから始めなくてはいけません︒

然︑そんな私に愛想を尽かし社員は一人︑また一

合いがつかないメインバンクも変更しました︒当

あっても取引を停止︑さらに︑金利や担保で折り

ていると判断したところは長年のお付き合いが

それは仕入れ業者にも向かい︑甘えた経営をし

の目的を定めることもできません︒

味や価値を感じることができなければ︑縫営本来

﹁意味や価値を感じる力﹂ であり︑組織全体で意

人が人である所以は心があることです︒心とは

ブランド価値を高める

﹁真・善・美﹂ の追求が

解いただけるかな︑と︒まずは集合させ︑背の順

かった寒SO9001 (品質マネジメントシステ

人と退職をしていきました︒

清掃・清潔・しつけ) に至るまで︑すべてのプロ

ら始まり︑危害分析やいわゆる5S(整理・整頓・

料の温度・濃度管理︑蒸し器の温度・速度管理か

ちの仕事を書き出すところから︑始めました︒原

コンなどできもしないので︑とりあえずは自分た

嫌がる職人たちを無理やり机に座らせる︒パソ

巻き込んでのプロジェクト発足となりました︒

ずっと定着し続ける指標となるよう︑社内全体を

はなく︑それが船橋屋のルールとして︑その後も

たのに満たされないのは︑なぜだろう︒

の自己啓発セミナーに出席し︑一定の成功を収め

何かが違う︒あらゆる成功哲学を読み︑幾つも

渡すと︑やらされ感満載で元気のない社員の顔︒

る日々︒自分もなぜか幸せを感じない︒周囲を見

は大変喜ばしいはずですが︑どこか違和感を感じ

得権益を主張する社員もいなくなりました︒本来

客ざまからの苦情も激減︑身だしなみも改善︒既

げと利益は確実に増えました︒商品の不適合やお

一方︑業務の仕組み化︑見える化により売り上

益とは経営の目的ではなく︑あくまで﹁義﹂を通

することを︑繕皆の目的としています︒そして利

社会貢献(世間よし)を﹁先義後利﹂ の基に実現

さまのベネフィット(買い手よし)︑納税による

私たちの物心両面の豊かさ(売り手よし)︑お客

現在︑船橋尾は両道の基本﹁三方よし﹂すなわち︑

る決意をしました︒

していた私はこの時︑経営の目的を大きく転換す

自答する毎日の中で当時︑利益の最大化を最優先

の会社は誰のためになぜ︑存在するのか﹂︒自問

思えば︑私は目的を見失っていたのです︒﹁こ

ムに関する国際規格) でした︒認証取得が目的で

セスを数値化し︑感情や属人的判断が入らないよ

銀行上がりの何も知らない息子が好き勝手なこと

て︑実践を知らない評論家﹂と考えており︑それ

ています︒が︑当時の私は ﹁コンサルタントなん

とは今も︑弊社顧問として親しくお付き合いをし

組織活性のコンサルタントを紹介されました︒彼

そんなことを考えていた矢先︑知人を介しある

に導き出すことができると考えています︒

せる﹁義﹂とは何でしょうか︒私は﹁真・善・美﹂

言う﹁先義後利﹂とは何か︒﹁利﹂よりも優先さ

を実現するための準備金と考えています︒ここで

した後に付いてくる結果であり︑次の ﹁三方よし﹂

う︑見える化をしていきました︒内部監査制度も

を始めて︑と反発しました︒その矛先は︑当時の

は失礼な態度で﹁君は何ができるの?

当然︑今まで自由にやってきた人たちの一部は︑

設置しました︒

7代目当主である父に向きました︒自分の代の腹

いとこあったら言ってみて﹂と伝えたものです︒

・書⁚真の在りかたが社会のためになり︑お客さ

ぎないものを追求すること

・真⁚経営理念やビジョンや価値観といった揺る

心と息子の板挟みになり︑父も大変だったと思い

すると彼は ﹁では遠慮なく﹂と前置きした上で

うちの悪

ます︒今思うと︑高度成長期であったとはいえ︑
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を知る経営﹂︒これは決して﹁身の程を知れ﹂

﹁B①iつgManaOO①ヨ重工を日本的に言うと﹁足る

を認めるためにいるべきだ︑と考えます︒欠乏感

こそこでいろ﹂という意味ではありません︒今あ

です︒自分はすごくて︑周囲は自分

にフォーカスし︑もっともっとを求め︑未来ばか

るリソースに感謝し︑充足感にフォーカスしなが

﹁俺が俺が﹂

りを見つめ︑常に他人と比較をします︒そして︑

らワクワクするビジョンを設定︑その目的地に組

まng (これを持っている)をアピールし︑それ

そもそも昭和的な﹁頑張る根性見せろ←結果

織一丸となって突き進むマネジメントなのです︒

﹁そ

自分のDOまng (これをやっている)︑Ha V
に対しての他者承認を求めます︒昭和のピラミッ

の若者には全く通用しません︒﹁幸せを感じる組

が出る←だから成功﹂ という図式は︑もはや今

一方︑ワンネスなリーダーの特徴は﹁全ては一

織にいる←情熱や感動が生まれる←成果成功﹂

ド組織によくいるタイプです︒

体であり︑その中に自分がいる﹂︒最近見られる

という図式を﹁B①inOOManag①ヨe暑﹂によってつ

しかしながら︑かく言う私も︑以前は典型的な

ようになってきた細雪e︹ienaこれ書生i∞①昌のを持つ

なところも受容でき自らと向き合える力を持つ︒

セルフなリーダーであり︑さまざまなトラブルを

くる必要があるのです︒

今ある充足感にフォーカスし︑ワクワクする夢

経験談を少しお話ししたいと思います︒

起こしてきました︒お恥ずかしいのですが︑その

共感型の経営者ですが︑その基本は︑自分のダメ

を見て方向性を決めますが︑今を感じ︑楽しむこ

私は︑93年に大手都市銀行から専務として船

人は
仕組みやルールでは動かない

ともできます︒登山なら︑頂上を目指しながら中

自己承認ができているので︑他者のいいね!

腹で︑仲間と一緒に自然を楽しむ感じでしょうか︒

を必要とせず︑縦の関係で部下を縛ることもあり

トなオーケストラ型やインクルージョン型の組織

橋屋に入りました︒入社当時の船橋屋は︑良くも

ません︒Be・1ng(在りかた)を重視し︑フラッ

を作って︑人財全体の自律性と充足感を満たそう

のの高圧的で︑指示は有無を言わさずのトップダ

悪くも﹁職人﹂ の会社でした︒腕に覚えはあるも

このようなワンネスなリーダーが幸せの在り

ウン︒髪形は角刈りとかパンチパーマの強面︒ひ

とします︒

かたを大切にする経営を︑私は﹁B①iつ00Mam∞?

と仕事終えると1

もちろん︑理想像を持つことは素晴らしいので

行ってしまう⁝⁝︒それはそれは︑漫画のような

る日曜日は︑昼休憩中に錦糸町の場外馬券場に

6時から酒盛り︒競馬の重賞があ

ヨe己﹂としたわけです︒

すが︑経営者がセルフの状態でそこにしがみつく

世界でした︒

ただ︑皆悪い人ではなく︑良いものをつくろう

と︑苦悩が生まれます︒周囲を自分の理想像の実
現に巻き込み︑﹁もっと上︑もっと上﹂ と際限が

とする意志は非常に高かっだのですが︑属人化し

た業務や仕組み化されていないプロセス管理︑さ

なくなり︑社員は疲弊し不機嫌な組織が出来上が
ります︒
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④船橋屋
写真提供:

職業奉仕委貴会セミナー講演要旨
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永続企業は高速で回るコマです。一見静止しているように見えるものの実はものすごい速さで回転
している。そのコマを支えるのは軸と円盤であり、これを企業に例えるなら、軸は経営理念・ビジョ
ン・価値観・文化性などで、円盤はそれを支える組織です。企業の軸である「在りかた」を中心に
組織が-体となり、いつの時代もイノベーションをおこしていく、そんな遠心力を持つ力強い組織
力を構築する必要があります。

ら︑最近︑﹁古くて最新﹂ のお菓子として若い層

添加で和菓子唯一の発酵食品であるということか

るEQは平均以下というデータもあります︒日本

ける若者の幸福度で日本は最下位︒心のIQであ

また︑あるアンケート結果によると︑世界にお

企業におけるマネジメント︑家庭の親子関係︑

(eN調NESS)

かです︒
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屋になぜ︑新卒学生が1万7000人も応募する

のか︒この1 0年でなぜ︑経常利益を6備にできた

のか︒老舗でありながらなぜ︑イノベーションを

おこし続けるのか︒そんな点に︑各社興味を持た

れるようです︒

19年6月︑これらのことを書いた本を出版し

の

ました︒そもそも︑なぜ本なのかと申しますと︑

ダボス会議(世界繚済フォーラムの年次総会)

ングを日にしたからです︒定期的に出されるこの

資料で︑今後求められるビジネススキルのランキ

は全くなかった占∋e︹iOmこn青雲iOO晋●e(エモー

ランキングの2020年版6位に︑15年版まで

ショナル・インテリジェンス)﹂︑直訳すれば﹁情

﹁自分や他者の情動・感情を理解し︑そこから

参道で江戸固有の和菓子﹁くず餅﹂ の製造販売を

わたり小麦粉のでんぷん質を乳酸菌発酵させて作

得られた備報を自分の思考や行動に活用する能

動的知性﹂がランクインしたのです︒

りながら︑消費期限が2日間という刹那の口福を

力﹂が求められる時代が︑ついに世界的に来たこ

のお客さまが大変増えています︒2018年の8

は裕福で思いやりのある国だったはずなのに︑な

とを実感したわけです︒

月︑﹁JR東日本おみやげグランプリ﹂ で総合グ

ぜ日本の若者はこうなってしまったのか?

さな会社ではありますが︑年間250件ほど受け

学校の師弟関係を含めてのリーダーシップです︒

私は

ランプリを受賞したのをきっかけに︑地方の方に

この原因の一部にリーダーシップの ﹁在りかた﹂

る取材は︑その00%ほどが商品ではなく︑企業縫

私は経営者なので︑ここでは企業におけるリー

があると思うのです︒

皆についてのものです︒私たちの強みは商品の独

かワンネス

シンプルに言うと︑セルフなリーダーの特徴は

(S国書F)

リーダーのタイプには二つあります︒セルフ

ダーのお話をさせていただきたいと思います︒

という惨く非効率なお菓子でなぜ︑
215年も継続できたのか︒東京の下町の和菓子

﹁くず餅﹂

存在とそこから湧き出るイノベーションカです︒

自性だけでなく︑ワクワクするフラット型組織の

このような主軸商品を愚直に作り続けている小

も広く知られるようになりました︒

小麦由来でありながらグルテンフリー︑完全無

楽しんでいただくお菓子です︒

行う船橋屋の8代目です︒くず餅は︑450日に

私は︑1805 (文化2)年別業︑亀戸天神の

今ある充足感に日を向ける

﹁足るを知る﹂

SP出田C亜

Watanabe
Masashi

雅司
(株)船髄代表取締役源辺
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1月は職業奉仕月間です

Beiつg茎aつag●∃室置

渡辺 雅 司

1

圃72

田中智樹

人財活性なくして事業承継なし⁝⁝⁝倒8
(株)拙稿屋代表取締役

撮影・工藤隆太郎

シリーズこの人訪ねて
室賀栄助さん 長野RC(第2600地区)
記事・山本朋史

おせち料理あれこれ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝伺7

1

1

私の一冊

選

⁝・・⁝⁝⁝⁝倒7

1

渡辺典睦

◆長谷川

選

⁝⁝⁝⁝⁝伺7

つがる

ロータリー俳壇
◆馬場あき子

選

擢

ロータリー歌壇

◆てじま晩秋

聴島福永隆子

太宰府浦田秀徳

ロータリー柳壇

友愛の広場
財団奨学生の成功と﹁鬼滅﹂を祈願
私たちのクラブの誉れ

大束中央伊泊規子

郡山初瀬照夫
高崎シンフォ二-金子秀隆

﹁各診療所の調剤薬局は必要ですか了﹂考2

職業奉仕は未来への挑戦
深井英五から紡ぐ100年

思

中津川センター浅井達雄

八千代杉

大阪中之島

ロ!タリー・アット・ワーク⁝⁝⁝⁝倒6︒
見えにくい聴覚障害に
市民の関心を高めたい

福井あじさいロータリークラブ

日高/室蘭北/渥美/村上岩舶/宇部/島田/
千歳セントラル/成田コスモポリタン/

盛岡中央/山梨/川崎高津/成田

職業奉仕を発揮し公共イメージ向上

京都北

薩摩川内

オンライン子ども塾を開催

子どもたちの未来へと機会の扉を開く

熊本菊南

倉敷東

コロナ禍の後を見据えドリサポ熊本

地域の子どもたちへの支援と3世代交流事業

高岡西

東大阪

河内長野東

新型コロナに負けず清掃や体操の例会を開催

特製フ工-スシールド寄贈

宮津八一の歌碑の建立

職業奉仕の具現化

神戸垂水

第2640地区

講演映像を若い世代に配布

コロナ禍でも歩みを止めずポリオ根絶
コロナ禍での奉仕活動

彰

五十嵐仁之

セネガル支援のバザー開催

ロータリーの森のその後

0月号の感想

箕牧

加藤光峰

横組み﹁郷愁﹂

1

一隅を照らす事業

声
表紙
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