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また、外国製のチョコレートなどがあれば上等舶来、というふう

■点鐘

に使っていました。

■国歌斉唱「君が代」
戦後の日本は、
「独創性がない」
「物まねだ」「改良しかできない」
等々、他国から非難を浴びていた時期がありました。

■ロータリーソング「我等の生業」

しかし、先輩方が、エコノミックアニマルと海外からさげすまれ
ながらも、寝食を忘れ一生懸命に働いたおかげで、今では、日本

■来訪者紹介
（会長

製品は品質がいいことで、家電・車・新幹線等は「メイドインジャ

松本一也 )

パン」として世界中に輸出されています。

熊本江南ＲＣ

大庭由樹

君

文明開化当時の日本文化は、西洋の文化に劣っている、西洋の文

熊本城東ＲＣ

星山一憲

君

化は上等舶来だと思っている人もいるかもしれませんが。日本の
文化がヨーロッパの文化に与えた影響は計り知れないものがあり

■会長の時間
（会長

ます。

松本一也 )
起こりは、19 世紀後半、パリの版画家ブラックモンが、日本か
「上等舶来」

ら届いた磁器の梱包材として使われていた絵を発見しました。そ
れが、
「北斎漫画」だつたのです。葛飾北斎が門人の手本として

皆さんは、上等舶来という言葉を知っていますか ?

書いた、,「北斎漫画」の創意に浴れた的確なデッサンのかずかず

私の子供の時代、親とか大人が使っていました。この石鹸は匂い

は、パリの芸術家たちに、日本の独特の美術表現を印象づけ、ジャ

がよくて肌ざわりがいい、
「上等舶来たい。」というふうに。

ポニズムの火付け役となりました。

明治初期、
「太平のねむけをさます上喜撰 ( 蒸気船 ) たった四はい

さらに、
1867 年のパリ万国博覧会で、日本から出展した江戸幕府、

で夜も寝られず」これは 1853 年 6 月 30 日書店主山城屋佐兵衛が、

薩摩藩、佐賀藩の伝統工芸品や浮世絵がヨーロッパの人々の心を

国学者色川三中 ( みなか ) にあてた手紙のなかで、ペリー艦隊の

とらえ、日本美術に対する意識は一変し、特に浮世絵の与えたイ

黒船来航による徳川幕府の混乱を歌つた狂歌です。上喜撰と言う

ンパクトは絶大で、ジャポニズムとして、大変な日本ブームを巻

のは高級なお茶の事でこれを船の蒸気船に、4 はいでを船の 4 隻

き起こしました。

になぞらえ風刺したものでした。
特に、当時の画家たちを驚かせたのが浮世絵の構図と色彩で、ア
幕府 300 年の鎖国政策が終焉を迎え、1854 年に日米和親条約を

シメトリー ( 左右非対称 ) や、何も描いていない背景の余白、対

結び、さらにオランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同様の

象物の一部を拡大したり切り取つたりした大胆な構図と、明るく

安政の五ヵ国条約を結び、日本は開国することになりました。

てコントラストの強い、色鮮やかな色彩表現は、西洋絵画の常識
からかけ離れたもので、カルチャーショックを受けた画家たちは、

そこで、西欧の文化がどっと入ってきて、諸外国の優れた品々に

素直な驚きとともにこれを取り入れました。

人々は驚き、そのような品物を舶来品また上等舶来と言いました。
舶来とは、外国から船で運んで来ることです。

ゴッホ、ルノアール、マネ、モネ、ピサロ、ゴーギャン、ロートレッ
ク等は、浮世絵を手本に研究し、西洋の伝統絵画から脱却した新

学生時代には、私も少しくらいはお酒を飲んでいました。当時は、

しい芸術を生み出そうとしました。それが「印象派」です。

ウイスキー全盛時代でしたが、あまりお金がないので、みんなで
出し合って買う酒は、レッド、ハイニッカ、トリスなどでした。

日本の浮世絵は、ヨーロッパ絵画を根底から変えてしまうほどの

たまにオールドなどがあれば、大喜び、ジョニー・ウォーカー赤・

影響を与え、印象派に始まる近代芸術の大きな流れを形作ったの

黒などがあれば、上等舶来でした。

です。
それだけにとどまらず、ガラスエ芸家のミエール・ガレもその作

−１−

品の中で、自然の中で咲く花々や生き物を、非常に繊細な表現で

■委員会報告

自身の作品に取り入れています。

（国際奉仕担当

彌冨照皇 )

これらが、象徴主義やアール・ヌーボーと呼ばれる、新しい西洋
美術の誕生に貢献しているのです。
私の言いたかったことは、
「日本の文化も捨てたものではないよ」
、
という事です。

ＪＥＴ ＴＩＭＥ（4-20200923）
英語

日本語
常任委員会
クラブ管理運営委員会
会員増強委員会

■幹事報告
（幹事

福井

学)

Committee
Public Image Committee
Rotary Foundation Committee
Service Projects Committee

公共イメージ委員会
ロータリー財団委員会
奉仕プロジェクト委員会

１）

※長期戦略委員会

天草ＲＣより、創立６０周年記念誌の送付。

公共形象委員會
扶輪基金委員會
服務計畫委員會
未來願景委員會

Future Vision Committee

（P.S.1）
①

２）

ロータリー財団寄付４種類：
年次基金

世界大会−参加予定者−１５名（地区７０名）

②

恒久基金

年次基金：

ポリオプラス基金

使途指定寄

個人で 1,000 ドル以上の寄付者を
ポール・ハリスフェロー

３）
１０月３日ボランティア

台湾語

委員會
Standing Committee
行政管理委員會
Club Administration Committee
M e m b e r s h i p D e v e l o p m e n t 社員委員会

③

参加者にて打合せ（１６名）

累積で 2,000 ドルを超えると
マルチプルポール・ハリスフェロー

④年次基金は

■今後の行事

と言います。
と言います。

３年間の利殖に回しますか。

⑤この 3 年間の利殖の回させる方法を
シェアシステム

県南豪雨被災地でのボランティア活動
10 月 10 月 3（土）

と呼びます。

（P.S. ２）

松本一也、福井学、内田信行、前田日出夫、堀内健太郎、宮川義

おはようございます→

行、松岡泰光、松岡歩紗実、中島祐爾、小畑成司、緒方公一、杉

おやすみなさい→

早安

晩安

本整哉、吉田嘉昭、彌冨道男、満井和輝、白野京子
社会奉仕・国際奉仕・
公共イメージ合同セ
ミナー

11 月 8（月）

熊本県
熊本市

■出席報告
熊本城ホール

（出席・プログラム担当委員

杉本整哉 )

松本一也、福井学、前田日出夫、彌冨照皇、白石繁

月日

11 月
職業奉仕セミナー

熊本県
熊本市

42
09 月 09 日 （免 3）
39
42
09 月 23 日 （免 3）
39

熊本城ホール

11 月 21（土）
古田哲朗、草村安宏、宮川義行

■委員会報告
（職業奉仕担当

会員数 出席者数

古田哲朗 )

９月２９日（火）の職場訪問例会の案内です。

修正出
席者数

出席率
（％）

4

33

84.62

29

34

87.18

☆出席免除
09 月 09 日

住江正治

鷲山法雲

島村徹男

09 月 23 日

住江正治

鷲山法雲

島村徹男

☆欠席者（6 名）
09 月 09 日 山坂哲生

山本浩之

矢野敬之

１１時５０分に、ザ・ニューホテル熊本集合です。

堤

駐車場はＪＲ九州Ｎｏ．３駐車場をご利用ください。

MU

勝也

川崎直樹

堀内健太郎

■スマイル報告
（親睦・スマイル担当

松岡歩紗実 )

■委員会報告
（青少年奉仕担当

◎大庭由樹 1,000 円
貴クラブに久々にメーキャップに伺いました。この
間も貴クラブのゴルフコンペに偶然同じ時間帯ス
タートで、多くの会員がコンペに参加されている場面
に仲の良いクラブだといつも感じます。

宮川義行 )

ローターアクトの報告をいたします。
・９月第１例会は、９月２４日、３クラブ合同例会１９：３０か
ら熊本東南ローターアクト、熊本城東ローターアクト、熊本グリー
ンローターアクトで Zoom で行いました。
・９月第２例会は、９月２９日２０：００より Zoom で行われます。
参加される方にはミーティングＩＤとパスワードをお知らせしま
すのでお尋ね下さい。

◎沼田敏雄 10,000 円
昨日、阿蘇駅近くのカップル園という所にリンゴ狩
りに行きましたが、熊本のリンゴも結構美味しく感
じました。ブドウ狩りも出来ました。

−２−

7,000 円
コロナの中での猛暑も思いの外、早めにおさまって
くれました。これからは台風とインフルエンザをお
迎えする事になります。皆さん、くれぐれもお気を
つけ下さい。
今日は矢野さん、松田さんの会員卓話を楽しみにし
ています。３年前に一気に９名が入会。新入会員に職業奉仕委
員としてインタビューしました。ロータリーの職業奉仕を伝え
る目的で皆さんの過去と職業をお聞きしました。それぞれが苦
労の連続。東北大震災で資材が入らなくなり独立が頓挫。自宅
全焼。両親失踪。会社倒産。転勤続きで転職。希望のガイドに
落ちて留学を決意。皆さんの経歴を聞きながら胸が熱くなった
のを覚えています。
それでも最後に皆さんロータリーが好きだと言われたのがとて
も嬉しかったです。これからもロータリーアンとしてお互いに
信頼を築いていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いし
ます。

環境プロジェクトに関する 5 つの質問

◎宮川義行

◎白石繁

5,000 円
久しぶりのホームクラブ出席です。特段忙しいわけ
ではありませんが、水曜日にブッキングが続いてい
ます。松本会長、
「会長の時間」は毎週読んでいます。
有意義なお話しを今後ともお願いいたします。

◎内田信行

3,000 円
会長杯取り切り戦に福井幹事の奥様から協賛を頂い
ていて報告するの忘れていました。8 月２４日に緒
方会員より、多分初めてだと思いますが、振込によ
るスマイルが 20,000 円ありました。お詫びのスマ
イルと振込によるスマイルのお知らせと、星山社長、
大庭地区会員増強委員長の来訪を歓迎してスマイルします。
◎古庄浩二

◎松本繁

2,000 円
星山社長のご来訪を歓迎してスマイルします。今後
のロータリーでのご活躍を祈念します。

2,000 円
熊本江南ロータリークラブの大庭由樹様、熊本城東
ロータリークラブの星山一憲様のご来訪を歓迎して
スマイル致します。

◎小畑成司 2,000 円
星山一憲会員のご来訪を歓迎してスマイルします。
星山会員とはかれこれ３０年近いお付き合いになり
ます。お互い年をとりましたね。

◎井村宣敏

1,000 円
今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイ
ルです。

■会員卓話
（矢野敬之会員 )

■点鐘
編集者

沼田敏雄

回答者： Karen Kendrick-Hands

環境の持続可能性のためのロータリー行
動グループ（ESRAG）コミュニケーショ
ン責任者

1. 環境というトピックはロータリーの重点分野とどのように重
なりますか？
重点分野のあらゆるプロジェクトは、合言葉の一つである「環
境の持続可能性」から大きなメリットを受けることになるで
しょう。水源となる流域の状態が悪い場合、例えば、水源とな
る河川が産業廃棄物や人間、動物の排泄物で汚れていると、人
びとに安全な水を提供することは極めて難しくなります。また、
学校の汚染された井戸が原因で子どもたちが病気になると、基
本的教育と識字率向上にも支障が出てしまいます。気候パター
ンが変化すると、病原体を持った昆虫が地理的範囲を広げ、ひ
いては人間の健康にも影響を及ぼします。さらに、水戦争や気
候変動避難民が発生すると、平和の実現や紛争解決がさらに複
雑化してしまいます。また、十分なエネルギーがなければ経済
発展も見込めません。もし水に関するすべてのプロジェクトを
ディーゼルポンプから風力や太陽光にシフトすることができれ
ば、ロータリーは世界で大規模な奉仕活動を行うことができる
ようになるでしょう。これこそ拡張性のあるプロジェクトであ
ると言えます。
2. ESRAG が環境プロジェクトのアイデアをまとめたハンドブッ
クを発行しましたが、その理由とは何ですか？
環境プロジェクトに取り組みたいと言う人は大勢いますが、彼
らは何から始めてよいのか分からないのが現状です。しかし例
えば、道路のごみ拾いや電子廃棄物のリサイクル活動など、自
分たちでは気づいていないだけで、すでに各自の地域社会で環
境プロジェクトを実施しているかもしれません。そこで、国際
連合環境計画（UNEP）と共に 2019 年に作成したこのハンドブッ
クでは、環境保全につながる幅広いプロジェクトが紹介されて
います。また、クラブのやる気を高めるようなアイデアが知り
たいと言う声も聞かれました。このハンドブックで紹介されて
いる多種多様なプロジェクトのアイデアには本当に驚きました。
3. プロジェクトに関する提案をいくつかご紹介いただけます
か？
私たちは、ロータリーが重要と考えるトピックや、既存の重点
分野と相性の良いトピック、国連の持続可能な開発目標に合わ
せてロータリークラブの活動を展開するトピックなどに対応す
べく動いてきました。17 ある開発目標のうち 6 つ（手頃なクリー
ンエネルギー、持続可能な都市や地域社会、責任ある消費と生
産など）は現時点でロータリーの重点分野には当てはまってい
ません。裏表紙はプレスリリースのサンプルとなっています。
ご承知のとおり、ロータリーのストーリーを周りに伝えること
がブランドの構築につながり、より多くの奉仕活動の機運を高
めます。
4. ESRAG が UNEP と提携するきっかけは何だったのでしょう
か？

−３−

2018 年、国連でのロータリーデーがケニアのナイロビで開催
され、そこを拠点に活動する UNEP がこのイベントの開催を支
援してくれました。その中で、ロータリーと UNEP が連携し、
6 月 5 日の世界環境デーに参加を希望するロータリークラブの
ためにハンドブックを作成することが決まりました。そこで
ESRAG と UNEP が協力してこのハンドブックを作成することに
なったのです。これは元 RI 会長のバリー・ラシン氏とマーク・
ダニエル・マローニー氏による共同声明から始まりました。お
二人の支持を大変嬉しく思うとともに、この取り組みがロータ
リーと UNEP のつながりをより一層深めるきっかけになること
を期待しています。
5. 環境プロジェクトに対するロータリアンたちの関与は高まっ
ていますか？
今年の初旬、私はロータリー職員からの要請で、ロータリー
世界全体における環境プロジェクトへの関心度を探る調査の
企画に携わりました。ESRAG 内の青少年主導の運動「Climate
Solutions Coalition」からも情報を得て、1 月 23 日付けのニュー
スレターに調査用の URL を記載して皆さまにお送りしました。
回答の期限は 1 月 31 日と短期間だったにも関わらず、5,000
件を超える回答が寄せられました。これは積もり積もった要望
が数多く存在することの表れだと言えるでしょう。環境問題の
解決に関心のある人なら他の団体と協力しながら活動すると思
いますが、現に大勢のロータリアンがそうしています。しかし、
ロータリーという枠組みの中で環境保全に携わりたいと切に願
う声を耳にします。これはロータリーにとって将来の有益な資
産です。この枠組みに惹かれて入会する人の数や、寄付の見込
みについては分かりません。しかしロータリーの次世代を担う
人びとがいるからこそ、私たちは明確な将来像を描くことがで
きるのです。
記事：Diana Schoberg

2019 年 2 月、25 人の創立会員で設立された私たちの新クラブ
は、環境保護に重点を置いています。従来のロータリークラブ
とは異なるこの「エコクラブ」は、従来型クラブでは得られな
い体験を求める人たちのために結成されました。全会員の 48％
が女性、44％が 40 歳未満で、平均年齢は 42 歳です。北米では、
ロータリーに限らず、このような層を主体とする奉仕団体は前
代未聞です。
エコクラブに入会することで、環境保護に取り組みながら、新
しい人間関係を築き、リーダーシップの力を養い、世界的なロー
タリーのネットワークの一員となることができます。会員の関
心にあった独自のクラブ文化を目指し、奉仕、親睦、ネットワー
クづくりを通じて会員の参加を促しています。月に 2 回、平日
の晩に例会を開き、食事と飲み物を任意とすることで、従来型
クラブよりも大幅に会費を抑えています。
6 月までの 3 年間、第 5950 地区の会員増強委員長を務めた私
は、女性や 40 歳未満の若い世代をロータリーに迎え入れるた
めに従来型とは異なる新クラブを結成することの重要性を感じ
ています。このエコクラブの結成は、ミネアポリスにある環境
保護団体 Nature Conservancy の事務局で 2018 年 4 月はじめ
に説明会を開いたことから始まりました。ロータリアン関係者
15 人を含む 50 人以上が出席したこの説明会では、入会候補者
35 人のうち 25 人が 40 歳未満で、そのうち 9 人が晴れて入会。
心躍るスタートでしたが、新クラブの加盟に必要な人数になる
までには、さらに 10 カ月かかりました。
クラブの成長と成功のためには、ソーシャルメディアが重要な
手段となります。20 代の会員であるジョーダン・ハーツアイム
さんとオースティン・キャンベルさんの二人が、Facebook ペー
ジと Meetup グループを立ち上げ、今では参加者（フォロワー
数）がそれぞれ 170 人を超えています。創立会員のうち 9 人は
ソーシャルメディア投稿を見て来た人たち、14 人は以前にロー
タリーとのつながりがあった人たちです。

-----------------------------------------------------------------------------------------

分野特化型クラブで若い世代の関心に応える
投稿日 : 7 月 17, 2019
By スティーブ・ソルブラック
（第 5950 地区新クラブ結成推進委員長、ツインシティ・ロータ
リー・エコクラブ会員、米国ミネソタ州）ECO

クラブの成功に欠かせなかったのは、クラブの周知と会員募集
に加え、入会候補者との関係構築でした。結成に向けた準備の
中で、私は候補者たちと 15 回にわたって 1 対 1 で会い、入会
を誘っただけでなく、クラブリーダーとしての素質を見極め、
新会員がロータリーに何を期待しているかを理解するように努
めました。若い人の多くは、リーダーとして成長できる機会を
求め、年上の会員から学び、交流できることに関心を抱いてい
ました。一方、40 代以上の人は、若い世代を導く機会があるこ
とを喜んでいました。6 人の創立会員から成る初年度のリーダー
シップチームのうち、5 人が女性、5 人が 40 歳未満でした。
クラブは、ミシシッピ川沿いの植樹活動、冬には雪上ハイキング、
夏には屋上テラスでの集まりなど、定期的に親睦の集まりやレ
クリエーションを行い、奉仕活動も充実しています。楽しく元
気なこのグループとの交流を、私は心から楽しんでいます。実際、
私が 27 年間所属した伝統的ロータリークラブからこの新しい
エコクラブに移籍したのも、すっかりこのグループの活気に魅
了されてしまったからです。

−４−

