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　　　　　　　　今週の例会も先週に引き続
　　　　　　　き時間を短縮して行いたいと
　　　　　　　思います。
　　　　　　　　北京オリンピックが開幕い
　　　　　　　たしました。日本人の選手で
はスキージャンプの小林陵侑選手が金メダル、
スピードスケート1500ｍの高木美帆選手が銀
メダル、フィギュア団体が銅メダルと、今後
も若い選手がいろいろ出てきますので活躍を
期待したいと思います。
　その一方で今大会では“疑惑のジャッジ”
が話題になっています。ある国の選手に有利
な判定が続いたり、日本の選手と関係がある
のはスキージャンプ団体で女子のジャンプで
10ヶ国中₄ヶ国で₅人の方がジャンプウエア
の違反で失格になった。男子は全然失格は出
ていないので、これはちょっと判断基準が男
子と女子で違ったのではないか。そんなこと
もいろいろ噂されているようです。そういう
余計な事を気にせず純粋にスポーツとしての
競技を楽しめるオリンピックになって欲しい
と考えています。

　さてコロナウイルスは連日報道されていま
すが、昨日の発表では青森県391人（うち八
戸は60人、青森弘前では100人超えが続いて
いるようです。）八戸の場合は飲食店という
より学校（小中高校・保育施設を含む）のク
ラスターが増えているようです。今までは人
込みや夜の街をなるべく控えていれば大丈夫
かなと思っていましたが、外だけでなく家の
中でも注意しなければならないということに
なってきているようです。皆さんも十分注意
していただければと思います。

　　　　　　　〇ロータリー日本財団より、
　　　　　　　「確定申告用寄附金領収証」
　　　　　　　が届いております。
　　　　　　　〇ロータリー手帳を毎年全員
　　　　　　　にお配りしていましたが、
使っておられない方もいらっしゃいますので、
経費削減もあり、会長とも相談し必要な方の
み発注をしてお渡しする形に切り替えたいと
思います。紙を回しますので、必要か不必要
かをご記入ください。
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〇この地域でもコロナ感染症の発生率が増え
ています。市民・日赤で平均して10人ずつ入
院患者が推移しながら、施設療養に関しても
₂つの施設で恐らく30～40人ずつ入居者がい
ます。注目すべきは在宅療養者が300人くら
いいるようです。皆さまの事業を継続する中
で職員も感染が、子供から感染して出勤でき
ないなど事業を継続することすらなかなか難
しくなってくる状況にあります。市長はまだ
蔓延防止に対しての発令もありません。
　実際に医療現場、保健所の状況では抗原
キット、ＰＣＲ検査の試薬等が相当不足して
いて発熱外来で検査ができないという状況で、
当クラブの小倉会員が中心となっていろいろ
な調整をしていらっしゃいます。罹らないこ
とが大事ですが、医療現場でも少しひっ迫し
始めている状況をお知らせしたいと思います。
　当会の例会もこのような形式で開催できる
限りは続けていきたいと思います。皆さま方
の感染防止、予防対策のご協力あってのこと
だと思いますのでよろしくお願いします。

　　　　　　　親睦・会場委員会
廣岡徹也委員

　　　　　　　○ニコニコボックスの報告
　　　　　　　◦結婚記念日 小井田和哉さん
　　　　　　　広瀬知明さん　石橋さん、
佐々木さん、中村さん、ビブリオバトルよろ
しくお願いします。
佐々木泰宏さん　ビブリオよろしく！
赤澤栄治・道尻誠助　　�
　　　　　　　　　　　�ニコニコデー
中村稔彦・廣岡徹也さん�

植草　務さんからお知らせ
　　　　　　　　₂ 月 ₃ 日 に 新 聞 報 道 で
　　　　　　　「SMBＣ日興証券社員相場
　　　　　　　操縦の疑いで東京地検の捜査
　　　　　　　が入りました」という報道が
　　　　　　　されています。本当に皆様に
はご心配をおかけし大変申し訳ございません。
当社および社員が証券等取引監視委員会の調

査を受けていることは事実です。今回、調査
を受けていることの内容は本部で行われてい
るブロックオファー取引きというもので調査
を受けています。現時点で当社のお客様、お
取引に関しては何ら影響がないということで
す。仮に当社のお取引き、お預かりしている
方がいらっしゃいましたら、ご安心いただけ
ればと思います。このたびはたいへんご心配
をおかけしましてたいへん申し訳ございませ
んでした。

◦Ａテーブル　石橋信雄さん「シリーズこの
人を訪ねて　岩瀬浩介さん（秋田東RC)」
　　　　　　　　オリンピックはひじょうに
　　　　　　　盛り上がっています。高橋沙
　　　　　　　羅ちゃんが号泣しているシー
　　　　　　　ンにはもう本当にウルッとき
　　　　　　　て、こんなことってあるんだ
と思っていたわけです。オリンピックの裏で
実はもう１つ世界的な大会がこっそりやって
います。日本のチームが出ていないのであ
まり感心事ではないのかもしれませんが、
FIFAのワールドカップ、サッカーのクラ
ブチームの世界一を決める大会がこっそり
BS日テレや地上波の日本テレビで放送して
います。サッカーもクラブチーム世界一を決
めるということで、今週末にはチェルシーな
どが出てきて、いよいよ世界一を決める大会
をやっています。
　今日紹介するのはJ₂秋田ブラウブリッツ
社長の記事です。気になっているのは秋田は
いいところだと思っています。去年もお伺い
しましたが、秋田といえばおいしい食べ物。
きりたんぽ鍋、いぶりがっこ、友好クラブの
横手焼きそばなどいろいろおいしいものがあ
ります。あるいはもっとおいしいのはお酒。
最近では新政など。
　秋田には毎年何回か行きますが、岩手は兄
弟の兄のような感じがしますが、秋田はどち
らかというといとこ、お盆や結婚式に会う
ような感じの、隣県でちょっと近いけれど
ちょっと滅多に行かないなというようなとこ
ろもあり、秋田のことが気になる。そう思い
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まして、この記事を皆さんにご紹介したいと
思います。
　Jリーグということでも気になりました。
八戸にもJ₃にヴァンラーレ八戸というチー
ムがいてJ₂を目指して頑張っていますが、
なかなかJ₂には行けていません。わたしは
商工会議所青年部の頃にヴァンラーレをぜひ
J₃にしようということでいろいろ応援活動
をしていたことがありました。八戸せんべい
汁をブースで出店したり、的屋みたいなこと
をやってヴァンラーレを応援したことがあり
ました。ブラウリッツさんがJ₂に上がった
というのも本当に他人事ではなく身近なこと
に考えています。ブラウリッツは川崎フロン
ターレとも天皇杯ですごいいい試合をしたり
していましたので、その辺も考えていました。
　ここから本題です。一番皆さんにご紹介し
たかったのは、岩瀬社長は40才の社長で30才
まで選手をされていたということです。茨城
県の出身で本当に選手をしながら秋田にご縁
があって、そして後援会の支持もいただきな
がら秋田の土地が大好きになって、このチー
ムを応援しようということで、負債が9000万
円あったそうですが、そこから急遽社長にな
るということでした。40才という事ですが、
今では秋田東ＲＣに入られて、青少年事業も
やられているそうです。そういう方の半世紀
のことがこちらの記事に書いてありますので、
ぜひ皆さんも一読いただければと思います。

・Dテーブル　佐々木泰宏さん「米山から世
界の町へ⑫　ミャンマー・マンダレー」
　　　　　　　　₂月号ではミャンマーのマ
　　　　　　　ンダレーという、ミャンマー
　　　　　　　第₂の都市で活躍しているト
　　　　　　　ウントウンさんという方のお
　　　　　　　話です。
　わたしはコロナのせいでどこにも行けなく
なって、特に東南アジアに行けなくなって残
念だと思っているところにこのページが出て
きて、アジアの香りがする写真がたくさん
載っていましたので、つい選んでみました。
　ミャンマーは行ったことはありませんが、

記事を読んでみると建物や風景、食べ物など
もわたしの大好きなタイを思い出させるもの
がたくさんあるな。やはり東南アジアはいい
な。仏教国というのも何か安心させるところ
があっていいなと改めて思います。トウント
ウンさんは今から30年近く前に米山奨学生と
して兵庫県加古川ロータリークラブのお世話
になりました。期間中に阪神淡路大震災が
あって、まだ志半ばでしたが途中で帰郷を余
儀なくされたという方です。
　米山奨学会は戦前の反省をもとに広くアジ
アの若い人を日本に招き入れて勉強してもら
おうという趣旨で設立された団体です。そう
いった意味でもわたしは交換留学生よりはど
ちらかというと米山奨学生の方が真摯に学ぶ
姿を感じることができて、何となく好きです。
　このトウントウンさんも日本で農業研修生
ということで、実習を兼ねた研修生として学
んで、帰国後にはそういったことを活かして
有機農業に挑戦して、現地で働きながらさら
に大学、大学院を卒業したという苦労人でも
あったようです。その後、米山の経験を活か
してミャンマーはエイズ患者がすごく多いの
でエイズ患者の支援、国際機関と協力しなが
ら子どもの教育や衣食住のお世話をしたりす
るような支援をしていました。また一方で町
のごみの収集や安全に買い物ができる市場の
管理など、そういう身近なところでも活躍さ
れています。
　ところがご存じのように今ミャンマーでは
昨年₂月に軍事クーデターが起きて、それら
の活動がすべて停止状態になっている。この
米山の原稿を書いている最中にも銃を持った
軍人が家の前を行進している状況のようです。
当然ながら一日も早くそういう状況が収束す
るように願っています。
　こういった形でこの記事は東南アジア各地
で我々ロータリアンが寄付した奨学金を基に
して学んでいった人たちが日本に思いを寄せ
ながら地道に活躍しているということを改め
て思い起こさせてくれる記事です。ぜひお読
みいただければと思います。



◦Iテーブル　中村稔彦さん「特集 青少年
交換は未来平和へのギフト」
　　　　　　　　今回のタイトルは「青少年
　　　　　　　交換は未来平和へのギフト」
　　　　　　　です。交換留学と平和の₂つ
　　　　　　　がキーワードなのかと思いま
　　　　　　　す。交換留学の視点でみた平
和が物語的に書かれています。
　皆さんは“平和”、“交換留学”というとど
ういう考え、イメージがありますか？わたし
は留学というともちろんいろいろ海外に行け
るからいいなというのと、英語圏だと英語の
勉強ができるなどのイメージがあります。こ
こもいろいろな視点によって思いや考えもあ
るようです。平和についても正解はないと思
いますが、いろいろな方がそれぞれの立場に
立っての考えも載っています。
　交換留学ができたかの経緯。結果からいう
と60年前に東京でロータリーの国際大会が開
かれたときにオーストラリアの方も出席され
ました。本来なら日本を憎むべきくらいの気
持ちで来日しましたが、その方がきっかけに
なりました。そのオーストラリアの方は若い
頃に日本軍と戦争で戦って目をケガしてし
まって全盲になった。その方が60年前に周
りの反対を押し切って東京の国際大会に来た。
日本がどのような国なのか、どのような人々
がそこで暮らしているのか、それをすごく知
りたかった。実際に来てみるととても親切で、
本当にすばらしい国だということがわかった。

もちろん日本人を恨んではいない。戦争は政
府と政府の争いである。お互い一人一人の間
に憎しみはないと思っていると書かれていま
す。
　本当にすばらしい方だと思いました。わた
しがこの立場なら絶対日本に行きたくない。
一生日本人を恨むだろうと思いますが、この
方はこういう思いで日本に来ました。最後に、
「よりよい世界にする唯一の方法は過去を許
し、忘れることだと悟った。」本当にこの人
は神様のようにすばらしい人だと思っていま
す。この方がきっかけで、お互いの異文化交
流、そこから留学がスタートしたと書いてい
ます。
　ロータリーの留学であちこち行った₆名の
方にいろいろな質問を投げかけ、答えが書い
てあります。これもすごくおもしろいです。
₆人の立場はそれぞれ違います。就職先も違
います。平和とはあなたにとって何ですか？
という質問に対して、
◦看護師の方は：健康。健康が不平等に扱わ
れることがなく保証される。
◦大学生の方は：平和ということ自体考える
必要がない。考えなくていいのが平和。
◦料理人を目指す方は：食べることに苦しま
なくなること。
　それぞれ立場や職業によって平和に対して
の考え方が違うと思いました。本を読むのが
大嫌いなわたしでもスラスラ読めた本です。
ぜひご一読いただければと思います。
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