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　　　　　　　　だいぶ暑い日が続いており
　　　　　　　ますが、体調を崩されている
　　　　　　　方はいらっしゃらないでしょ
　　　　　　　うか。十分水分を摂って熱中
　　　　　　　症にはお気をつけ頂きたいと
思います。
　東京オリンピックが１年遅れでやっと始ま
ります。明後日開会式です。開会式に先立ち
まして、きょうソフトボールの日本対オース
トラリア戦が朝₉時から福島県で始まりまし
た。₈対１で快勝し、スタートからひじょう
にいい感じでいけたのかと思います。夕方19
時30分には女子サッカー１次リーグもスター
トし、こちらはカナダと対戦することになっ
ています。
　このオリンピックはいろいろコロナの影響
で１年遅れたのもありますし、また直前に
なってもまだ中止したほうがいいんじゃない
か、観客を入れる、入れないなどいろいろ議
論がありました。最終的に開会式とほとんど
が無観客で行われる。一部宮城県と静岡は観
客を入れますが、ということになりましたが、

やはり₄年に一度の大きなイベントですので、
いろいろなことがありましたが何とか開催に
こぎつけたので、われわれ国民としては会場
には行けませんがテレビで日本を応援したい
と思います。
　東京で緊急事態宣言が発令されている中で
の開催、またお盆も近いということで人の移
動などいろいろ大変なこともあると思います
が、いろいろな意見もあると思いますが、皆
さんと一緒にこのオリンピックを、日本を応
援して盛り上げていきたいと思います。

　　　　　　　◦先週と同様に熱海の豪雨災
　　　　　　　害の寄付ということで地区か
　　　　　　　ら案内がきています。₂週連
　　　　　　　続ですが、１口1,000円の寄付
　　　　　　　をぜひよろしくお願いします。
◦コロナに関して、医師会でわたしと紺野さ
んは委員に入ってワクチン接種に向けていろ
んな意見を述べていますが、いかんせん皆さ
ま方ご存じのようにワクチン供給量が追い付
かないということで医療機関はかなり奔走し
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今できる親睦と奉仕を！

―₂₀₂１〜₂₂―

７ 月 は　 新 会 員 の た め の 月 間 で す
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ています。
　一方12日から基礎疾患のある方に関しては
かかりつけ医で接種してもいいという通達が
きています。医療機関を受診されている方は
ポスター等でご自分が対象になる基礎疾患を
お持ちの方は順次かかりつけの医療機関で接
種が受けられる体制になっています。全体的
には26日から₅歳刻みで64才以下の方に順次
クーポン券が配られます。でもご自身が基礎
疾患をお持ちで早めに接種したい希望があり
ましたら、順次早めに申請すればクーポン券
が配布されます。ぜひかかりつけの医療機関
にお問い合わせいただいて接種を早めていた
だければと思います。
　ご健康な方で年齢が対象にならない方は、
おそらく今の予定だと10月くらいになってし
まいますし、予約がすぐにパンクしてしまい
ます。決して病気を装ってということを言っ
ているわけではありません。細かいことは市
のホームページに書いてありますのでご覧く
ださい。

親睦会場委員会　　　　　夏川戸　斉委員長
〇ニコニコボックスの報告
◦誕生祝　福島哲夫・永澤　信さん
◦奥様誕生祝　中村稔彦さん
小井田和哉さん　ソフトボール日本、勝ちま
　　　　　　　　したね！
赤澤栄治さん　お蔭様で林

りんやちょうちょうかんしょう

野庁長官賞を受賞
　　　　　　　しました。
道尻誠助・接待一雄�赤澤さん受賞おめでと
　　　　　　　　　�
夏川戸　斉さん　　�うございます。
広瀬知明さん　ロータリーの友とビブリオバ
　　　　　　　トルを紹介します。
橋本八右衛門さん　とにかく暑い�ビールだ
　　　　　　　　　けでなく冷酒もお願いし
　　　　　　　　　ます。
小林幹夫・廣岡徹也�
　　　　　　　　　�ニコニコボックス
山村和芳さん　　　�

正部家光彦副幹事：赤澤さんをお祝いするか

のように今日はAテーブルが全員出席となっ
ております。おめでとうございます。きょう
のオンライン参加は夏堀礼二さんと福井哲郎
さんです。

ロータリーの友委員会　　　広瀬知明委員長
　　　　　　　　新年度初のロータリーの友
　　　　　　　の卓話となります。きょうは
　　　　　　　趣向を変えて、前回の例会で
　　　　　　　もお話をしましたが、ビブリ
　　　　　　　オバトルをやってみたいこと
もあって、前半15分で₇月号を紹介させてい
ただき、残り15分でわたしがビブリオバトル
を実演しますので、こういうふうにやるとい
うことをイメージしていただいて、できれば
₈月11日の例会でさっそくやってみたいと
思っています。
　ロータリーの友₇月号について
　新年度のRI会長はシェカール・メータさ
んというインドの方です。コルカタマハナガ
ルロータリークラブの会員で1984年からロー
タリアンとして活動しています。会計士とし
て経験を積んで、自ら会長を務める不動産会
社を設立した実業家です。
　ＲＩ会長メッセージ：親愛なるチェンジ
メーカーの皆さん。世界中のロータリアンに
呼びかけられています。チェンジメーカーは
変革者の意味です。みんなで変革者になり
ましょう。その中の最重点が会員増強です
（Ｐ₆～Ｐ₇)。会員増強の秘策はeach one 
bring one.つまり必ず一人を連れて来い。そ
れをすると単純計算で倍になります。それは
なかなかできないので厳しいなと思いますが、
そうやって会員が増えればこれまで以上に大
規模なプロジェクトが世界中で行えるし、地
域社会のニーズに応えて独自の方法で奉仕活
動を続けることもできる。
　会員増強で大事なのは女子のエンパワーメ
ントです。男女平等、日本も人口がどんどん
減少している中で女性にもどんどん社会に出
て活躍していただかなければいけないという
ことで、それはロータリーも同じだというこ
とです。ロータリーも女性をどんどん入れて

委　員　会　報　告
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会員を増やしていくべきだというのが、この
シェカールRI会長のお考えです。
　ドリーム ウィーバー（夢を紡ぐ人)：Ｐ10
～　本来なら毎年ロータリーの友₇月号に会
長のロングインタビューが載るのが通例に
なっていますが、今はコロナ禍でロータリー
の編集長のアメリカのジョン・レセックさん
がインドに行けないということで、だったら
ZOOMでロングインタビューをすればいい
んじゃないかと思いましたが、シェカールさ
んの奥さんやお子さん、ロータリーの仲間か
らシェカールさんってどういう人っていう質
問をして、それをまとめているのが今回の特
集になります。
　インドのカルカッタはアジアの南側の辺り
で、パキスタン、中央アジアもありけっこう
災害の多い地域でもあります。そこでラジェ
ンドラKサブー元RI会長を務めた方の友人
の話ではシェカールさんの家に行ったときに
奥さんと二人で災害救援物資をバックに詰め
たりしているのをよく見たそうです。2004年
のスマトラ沖地震で津波が発生したときには
シェカールさんのクラブから救援物資を送っ
た。2015年ネパール地震の際にもそこから物
資を送っています。地勢的にコルカタから災
害地にいろんな物資を送っていたということ
がわかります。
　シェカールさんには息子さんチラブ・メー
タさんと娘さんの₂人のお子さんがいて、家
にはロータリアンのお友達が遊びにきていて
賑やかな家庭だったそうです。シェカールさ
んは自分と奥さんとでロータリーの活動に係
わるだけではなく。積極的に子どもたちも連
れていったそうです。いろんな経験に参加さ
せてもらった。眼科病院やポリオ予防訓練
キャンプに連れていってもらったり、識字率
向上の活動にも参加したりなど子どもと一緒
にいろんな活動をされていたそうです。
　Ｐ15ナンシー・バービーさんというアメリ
カのロータリアンの話の中で、シェカールさ
んがどういう活動をしてきたのかがよく分か
ります。彼が世界中に多大な影響を与えた。
例えば小児心臓手術、眼科手術、識字率向

上を目指すティーチプログラムなど彼が提
案をして実現していった、それだけ大きな
さまざま事業をしているということがわか
ります。
　ではこの人はどういう人なのでしょうか？
Ｐ12　アナンタラ・ナヤンSさんが紹介して
います。シェカール氏がもっとも大切にして
いるのはまさにロータリーのDNAである
“人道的支援”。わたしはここ数年間何時間
も一緒に過ごしていますが、彼がいつ食事や
睡眠をとっているのかいまだによくわからな
い。怪物みたいな人です。中には仕事でそう
いう人を見かけますが、無尽蔵のスタミナが
あるというところがシェカールさんの大きな特
徴です。人間関係を保つのがひじょうに得
意、大きな夢を語るというところがありまし
た。
　Ｐ16　リツケリアさん（シェカールさんの
ロータリー業務の秘書）はシェカール氏の信
条で「奉仕とはこの地球上で借りている場所
に対して支払う地代であり、わたしはそのよ
い賃借人になりたい。」これは今回すごく感
銘を受けた言葉です。たまたまこの地球で生
まれて、その地球で生きる以上やはり奉仕は
必要であろうという考え方で、ひじょうに共
感しました。彼はそういう理念を基に大きな
目標を立てて、それに向かってみんなの力を
合わせて突き進んでいく。そういうリーダー
であることがインタビューから見て取れると
思います。
　₇月号は「ガバナーの横顔」です。日本全
国の新しいガバナーの紹介です。第2830地区
成田ガバナーをご紹介します。Ｐ25　1960年
生まれの61才です。紹介文を書いているのは
五所川原イブニングRCの島村さんです。そ
もそも成田ガバナーは木造（現つがる）RC
に入会して₃年目に幹事を、₆年目に会長を
やられています。2017年に五所川原中央RC
の衛星クラブとして五所川原イブニングRC
ができたときに移籍をされたそうです。移籍
前から台湾で高校生をホームステイさせる活
動やインドでポリオワクチンを投与したりす
る活動をされています。この前、うちの会社



にも成田ガバナーがいらっしゃいました。次
にあったら今までのいろいろな活動について
聞いてみたいと思っています。

　お手元に「ロータリーの友でビブリオバト
ル実施ルール」をお配りしました。ビブリオ
バトルを説明すると時間がかかりますので簡
単にいいますと書評合戦。自分の好きな本を
₅分間、この本がどれだけ素晴らしいかをＰ
Rして、最後に会場にいる人たちがそのプレ
ゼンを聞いてどの本が一番読みたくなったか
というのを決めるゲームです。今では高校、
大学などいろいろなところで行われています。
これをロータリーの友でやったらどうだろう
というのがわたしの提案です。
「ロータリーの友でビブリオバトル実施ルー
ル」
①発表者はロータリーの友の中で紹介したい
　記事を１本決めます。どんな記事でも構い
　ません。特集でも小さい記事でも自分が感
　銘を受けたものでも構いません。
②発表者はスライド、レジメを一切使いませ
　ん。本だけです。自分の言葉で₅分間プレ
　ゼンをしていただく。記事の面白いところ
　を伝えていただくということです。
③その₅分間が終わったら質問タイムを設け
　て、会場の方と質疑応答をしていただく。
④最後に全部発表が終わったら、ここにい
　らっしゃる皆さんでプレゼンを聞いてどの
　記事が読みたくなったかを自分で考えてい
　ただいて、挙手で多数決を取って、一番読
　みたくなったチャンプ記事を決めていきた
　いと思います。
⑤礼儀として、自分のテーブルから発表した
　人には手を挙げず、他の人に手を挙げる。
　自分のテーブルの人を応援したい気持ちは
　やまやまですが、そこは公平にやる。

⑥Mテーブルの皆さんにも参加していただき
　たいと思っています。
具体的実施方法：
　₈月11日例会で実際にやってみます。全然
つまらない、これはやはりダメだという話で
あれば、あっという間に止めます。取り敢え
ず１回やってみたいと思って、やってみたい
ということであれば続けていきたいと思って
います。
　今回は各テーブル対抗戦。１回あたり₃
テーブルから１人出ていただいて、₃人に
発表していただく。発表者は通常のロータ
リーの友の紹介等も含めて、同じ人が二回
発表しないようにしたいと思っています。
発表者は各テーブルの話し合いで決定して
ください。

正部家光彦：さっきのお話だと₃グループず
つというというのは、例えば₈月はABC
テーブルで、次はDEFテーブルということ
ですか？

広瀬：そういう意味です。ただ、テーブルは
₃か月に１回変わりますので、本当は毎月や
れればいいのですが、そうはいかないので、
そこはうまくやろうと思っていました。
　これを₃人がやって、最後に皆さん挙手で
どの記事が一番読みたくなったかと決めたい
と思います。最初に〇〇さんの発表した記事
が読みたくなった人は手を挙げてください。
次に〇〇さんの発表がいいと思った人は挙手
してください。〇〇さんの発表がいいと思っ
た人は挙手してください。たくさん挙がった
人の記事が一番みんなが読みたくなった記事、
チャンプ記事ということになります。それで
ゲームは終了で、翌週にそのテーブルにノン
アルビールが配られる？というゲームです。

― ₄ ―

【お断り】新型コロナウイルス感染の収束の見通しが立たない現状を考慮し、出席報告は当面の間、掲載を見送ります。

　№3195の会報で昨年度100％無欠席の記事で妻神和憲さんを10年無欠席と報告致しましたが、
14年の謝りでした。訂正しお詫び致します。

訂正


