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▶︎ビジター　田中節穂さん（八戸東）

　　　　　　　　ウクライナ・ロシアの合意
　　　　　　　がまだ決まっていません。停
　　　　　　　戦合意もまだ結ばれていない
　　　　　　　ようですし、今後どうなるか
　　　　　　　けっこう不安なところもあり
ます。
　コロナウイルスも相変わらず八戸市内では
クラスターが頻発しています。昨日も新規感
染者も100人を超えていました。まだまだ終
息には至らないのかなと思います。
　こういったあまり明るいニュースがない中
で、わたし事ではありますが、個人的に嬉しい
ことがありましたのでお話したいと思います。
小井田和哉53才、おじいちゃんになりました。
　₃月₆日㈰夜の23時41分に3280ｇの女の子
の孫が生まれました。予定日を過ぎたので大
きく生まれてしまいました。コロナの関係で
まだまだ病院に入れませんので、写真と動画
しか見ていません。金曜日に退院の予定です
ので、帰って抱っこしたいと思っています。

　明後日は東日本大震災から11年になります。
さすがに11年経つと起こったことも忘れてき
がちかなという気もします。記憶も薄れてき
ていると思いますが、11年目の機会に皆さん
のご家庭で防災グッズや非常食などを再度見
直してみてはいかがでしょうか。

　　　　　　　〇地区事務所より、「ヒュー
　　　　　　　ストン国際大会ツアー中止の
　　　　　　　お知らせ」が届いております。
　　　　　　　〇来月、東クラブとの合同例
　　　　　　　会を企画していましたが、昨
今のコロナ感染拡大に伴って中止になります。
　来月のお花見例会に関しては₄月理事会で
検討いたします。感染状況を見ながら、会食、
大人数で集まるような形でのものはちょっと
難しいのかなと考えています。
〇来週卓話をお願いしていた小野寺さんが濃
厚接触者になったとのことで連絡を受けまし
た。皆様方もいつ濃厚接触者もしくは感染者
になるリスクが常に高い状態でありますので、
引き続きご注意をお願いします。
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　現状から申し上げますと濃厚接触者に対す
るフォローアップが十分にできていない。具
体的には、これまで濃厚接触者に対しては必
ず医療機関、もしくは保健所経由でしっかり
と検査をして感染しているか、していないか
を確認してからその後の対応を考えるという
状況でしたが、今はそれができていません。
検査件数が多すぎるのと保健所業務過多にな
りすぎていることもあります。ですから濃厚
接触者と疑った場合には自宅でしばらく待機
ということにならざるを得ないと思います。
　わたしからの助言ですが、困ることがない
ように非常食や食事を１週間分くらいは自宅
で準備することも必要なのではと思います。
引き続き会員の皆さまには感染対策等を徹底
していただきますようお願いします。

親睦・会場委員会　　　　　　増田　敏委員
　　　　　　　○ニコニコボックスの報告
　　　　　　　◦誕生祝　前原義一さん
　　　　　　　◦結婚記念日　荒谷達也さん
　　　　　　　小井田和哉さん　孫（女の子）
　　　　　　　　がうまれました。
廣岡徹也さん　お世話になり、ありがとうご
　　　　　　　ざいました。
奈良全洋さん　廣岡さん、短い間でしたがお
　　　　　　　世話になりました。
広瀬知明さん　本日のビブリオバトル道尻さ
　　　　　　　ん、松本さんよろしくお願い
　　　　　　　します。
岡崎孝文・石橋信雄さん　ニコニコデー

退会ご挨拶：廣岡徹也さん
　　　　　　　　野村証券の廣岡です。野村
　　　　　　　證券の青森県内の店舗組織の
　　　　　　　改正に伴って転勤をすること
　　　　　　　になりました。昨年₆月から
　　　　　　　八戸ロータリークラブに参加
させていただき、ひじょうに短い間ではあり
ましたがふだんお近づきになれない方とロー
タリークラブを通して交流させていただいた

ことをたいへんありがたく感謝しております。
転勤でグループ会社の不動産会社に出向して、
東京に行きますが、そこでしっかりがんばり
たいと思っています。
　皆様の今後の益々のご健康とご多幸、また
歴史と伝統のある八戸ロータリークラブの今
後ますますのご発展をお祈りしまして、退会
のご挨拶とさせていただきます。本当にあり
がとうございました。

◦バトラー
Gテーブル：道尻誠助さん
「卓話の泉～スズメバチの生態

多田昭宏（甲子園RC）」
　　　　　　　　わたしが紹介したいのは縦
　　　　　　　組Ｐ13の卓話の泉　ひじょう
　　　　　　　に短い文章で読めば１分もか
　　　　　　　からないくらいです。普段目
　　　　　　　にすることのないところを逆
に紹介できればと思っています。
　皆さんごぞんじでしょうか。ロータリーの
友は今月号が830号です。昭和28年１月に発
刊されました。卓話の泉がいつからスター
トしたかというと翌年、昭和29年₂月から
スタートし、810数名の方が紹介されていま
す。ですから歴史的にみても読み甲斐のある
内容が続いていると思いますが、いかんせん
文章そのものが短いので、文章だけを読んだ
のではほとんど伝わらない部分もあったりし
ます。スズメバチの生態以外のことをご紹介
しながら、読むときの足しにしていただけれ
ばと思っています。
　人間は好き嫌いで生きたり、ものを考えた
りする場合もあると思います。例えば、虫と
いえば、虫そのものが嫌いな方もあれば、逆
に昆虫マニアの方もいます。その中で、例え
ばカやアブ、ハエというのは大好きな部類で
ないほうで、どちらかというと敬遠されます。
可愛い昆虫と言えばミツバチ、テントウムシ
などを想像すると思いますが、今回取り上げ
るスズメバチに関しては、たぶん皆さん“刺
される”という思いで、人間の目からすれば、
どちらかといえば嫌われるタイプの虫です。

委　員　会　報　告
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　ミツバチの場合はふだんハチミツで世話
になっています。ただスズメバチに世話に
なっている人はなかなか。刺されて病院に
行ったくらいのことしかないと思います。実
はスポーツをやる方がいれば多分、VAAM
ヴァームというスポーツドリンクはVespa・
Amino・Acid・Mixtureの略です。
　実はスズメバチの羽は１秒間に何回くらい
羽ばたくと思いますか？１秒間にだいたい
150回くらいです。ハエは200回、ミツバチ
250回。それを見た人があのエネルギーはど
こからくるんだろうと考え、研究した結果で
きたのがVAAMというスポーツドリンクです。
　ハチの世界は幼虫は虫を食べれません。な
ぜかというと胸とお腹がくびれていますが、
ハチが刺すときに自在に針が動くようにとい
うことでくびれていますが、そのために逆に
固形物が食べられなくなってしまった。ふだ
んはチョウやガの幼虫を肉団子にして、それ
を巣に持って行って幼虫に食べさせる。ハチの
世界ではその幼虫が吐いた栄養液をいただい
て生きています。実際にハチの巣がなくなれば
₂、₃日で餓死してハチは死んでしまいます。
　人間はタンパクを作るために20種類のアミ
ノ酸が必要ですが、ハチの栄養液の中には１
種類のアミノ酸が入っている。ただ、配合の
バランスによってなかなか。
　実際に甲子園ロータリークラブの多田さん
に先週お電話しました。多田さんは造園業の
方で25年間スズメバチに刺されたことはな
かったけれども、それ以降刺されるように
なって、皆さんも刺されないようにというこ
とをお伝えしたくて卓話をしたものがここに
載ったという話をされていました。卓話した
10日後にスズメバチに刺されたそうです。興
味のある方は読んでください。

Fテーブル：松本剛典さん
「RI会長エレクトインタビュー『夢をつなぐ』
　　　　　　2022-23年度RI会長

ジェニファー・ジョーンズ」
　ダイバーシティーって聞いたことはありま
すよね。わたしは恥ずかしながら、初めてダ

　　　　　　　イバーシティーと聞いたとき、
　　　　　　　東京のお台場のガンダムの隣
　　　　　　　にあるショッピングモールの
　　　　　　　ことだと思っていました。
　　　　　　　　直訳すると多様性という意
味になります。集団において年齢、性別、人
種、宗教、趣味、指向などのさまざまな属性
の人が集まった状態をいいます。
　その多様性という観点から今回紹介したい
のは、Ｐ16～Ｐ20　RI初の女性会長のジェ
ニファー・ジョーンズ会長エレクトの記事に
ついてお話ししたいと思います。
　わたしがジョーンズ氏のインタビュー記事
の中で最も強く印象に残ったのは、ジョーン
ズ氏が次期会長に選ばれたのは女性だから選
ばれたのではなく、会長にふさわしい資格を
もったから選ばれたということです。
　さらに氏が選ばれたのはロータリーにとっ
ては大きな第一歩だと思うが、ロータリーだ
けでなくあらゆる社会でDEIが浸透した
結果の現れで、そこに至るまで117年かかっ
ただけだとも書かれていました。DEIは
Diversity(ダイバーシティ)、Equity(平等
性)、Inclusion(包摂性)からきていて、正し
くロータリーのDNAそのものだと思います。
　ジョーンズ氏の考えるロータリーにとって
の多様性は「ロータリアンの活動における隠
し味、秘訣みたいなもので、指向、年齢、文
化、ジェンダー、職業に多様性があればそれ
ぞれの様々な経験が話し合いに活かされ、
ロータリーは問題の解決策を見つけられる」
と語っています。
　今日の難しい情勢や局面の中で意味をもつ
団体としてロータリーが未来のためになるに
はどうすればいいか、ある特性の層、女性や
若い世代を迎え入れたいのなら彼ら、彼女に
もっと寄り添い、大事なことを示して自発的
に取り組めるような団体にならなければなら
ないとも語っています。
　そのために何よりも貢献したいのがジェン
ダーではなく、コミュニケーションの分野で
現代において人と違うことはいい事であって、
間違ったことではない。そういった多様性を



受け入れることでロータリーの価値観が変
わっていくわけではないということを、ロー
タリーの会員やロータリーファミリーに伝え
ていきたいそうです。
　またジョーンズ氏は特に若い思想家につい
て力を込めて発言していました。若い思想家
とは考え方が大人の25才は確かにそうですが、
若々しい発想をもった86才の人も若い思想家
で、世界を変える行動人として活躍する人こ
そが“若い思想家”に該当し、ロータリアン
をはじめそういった人々が世界中の地域社会
で行動を起こしています。
　さらにジョーンズ氏は総合メンターシップ、
コーティング育成といったロータリーのすば
らしいシステムについても語っていますので、
ぜひともご覧ください。
　わたしも今仕事上、長年の経験で頭が凝り
固まった部分があり、行き詰ったときに若い
スタッフからいろんなアイディアをもらうこ
とが何度かあります。先日もスタッフからラ
インを使った発信をしたいという申し出があ
りました。それを許可したところ、すぐに実
行に移し宣伝効果を上げていました。改めて
SNSの力はすごいなと思うと同時に、それ
を使いこなす若い世代にも関心しています。
　連日テレビや新聞の報道で見る通り、ウク
ライナでロシアのプーチン大統領による痛ま
しい侵略戦争が起きていますが、どうかロー
タリーのような精神で対話を通じて、世界が
平和な世の中に戻るように願っています。
　わたしもロータリーの一員として今の自分
に何ができるか考えながら行動を起こしてい
きたいと思います。今後のRIの活動、発信、
シェカール現RI会長、ジェニファー・
ジョーンズ次期RI会長の活躍に期待してビ
ブリオバトルを終わります。

広瀬：お二人の発表が終わりました。どちら
の記事を読みたくなったかの尺度でご判断い
ただきたいと思います。挙手でお願いします。
発表者と同じテーブルの方は同じテーブルの
発表者に手を挙げてはいけません。
　今回のビブリオバトルのチャンプは松本さ

んです。大きな拍手をお願いします。

松本剛典さん優勝コメント：道尻さんのよう
なおもしろいお話ができずひじょうに申し訳
ありませんでした。広瀬さんからいつも無茶
ぶりをされ困っていますが、いい経験をさせ
てもらいました。
　妻も小学校で本の読み聞かせ会でこういう
企画やビブリオバトルを実際にやっていたみ
たいで、昨日少しアドバイスをもらいました。
こういう経験も貴重だと思いますので、これ
を次に生かしたいと思います。

広瀬：ロータリーの友でビブリオバトルです
が、残すところあと₂回です。本来なら年間
チャンピオンを決めたいと思っていましたが、
Mテーブルの方にまだご出演いただいていま
せんので、₄月はMテーブルの紺野さん、渡
辺さん、村井さん、₅月は小井田さん、深澤
さん、正部家さんにお願いしたいと思ってい
ます。₄月初めに友が配られますので、それ
をご覧になって発表したいものを広瀬までお
知らせください。
　きょう夏川戸さんが発表しようとしていた
のは、「語り継ぐ震災　今、あなたと共に～
東北大学病院総合地域医療教育支援部助教　
菅野　武」でした。
　最初に結構生々しい描写があります。この
方は南三陸町に居て被災して、病院は高台に
ある₅階建てだったのでたぶん大丈夫だろう
と思っていたら₄階まで水がきた。やはり病
院でも逃げ遅れて亡くなられたというケース
があったようです。そういう経験を経て、こ
の方はどうやって避難すべきかなどをさまざ
ま示唆に富むような話が書いてあります。
　₃月11日今週の金曜日、あれからかなり経
ちました。皆さんの記憶の中でもかなり薄れ
てきているところもあるのかなと思います。
ウクライナの問題で新聞テレビ等々で連日報
道されていますが、やはり震災もわたしたちの
身近な問題ということで、もう一度₃月11日に
は皆さんで振り返っていただいて、改めて防
災意識を高めていただければと思います。
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