東京日本橋東ＲＣ創立５０周年記念
東京日本橋東ロータリークラブは、2019 年 10 月に創立５０周年を迎え、
記念事業として地域のニーズを汲み取り、少しでも地域に貢献できる
ようにと考え、中央区社会福祉協議会、全国盲ろう福祉協会の両社会
福祉法人に、記念寄付を贈呈。
また５０周年記念誌を発行。できるだけ会員全員が参加できるように、
全員の原稿を中心に編集。また５０周年記念座談会を実施。クラブの
歴史を振り返り、クラブの将来に向けてディスカッションをしました。
同座談会の様子は、当クラブの多様性を、クラブ外の皆様に知ってい
ただくよい機会になると思い、創立５０周年記念式典、祝賀会の様子
と共に、掲載させていただきましたので、ご覧になってください。
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バナーのいわれ
バナーは、屋形船を浮かべ遊んだ川開きの風景を図案化

したもので、背景の白壁の土蔵は、この地区が水陸の要地
として、商取引の盛んだったことを表している。

官許の両国の大花火は、享保 18 年（1733 年）に始ま

る。江戸名物といわれ戦後も続いたが、交通防災のため昭

和 36 年（1961 年）
、惜しまれながら一旦中断したが、昭
和 53 年（1978 年）
「隅田川花火大会」の名で復活した。
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創立 50 周年を迎えて

東京日本橋東ロータリークラブ
会長 石山俊彦
我が東京日本橋東ロータリークラブは、令和元年の記念すべき年度に創立 50
周年を迎えることができました。また本日は RI 第 2750 地区淺田ガバナーを初
め多数のご来賓の皆様のご列席のもと記念式典をクラブ会員、そしてご家族の皆
様と共に盛大にお祝いできます事は大いなる喜びとする所でございます。
さて、令和時代の幕開け、我々を取り巻く環境を見てみますと、貿易摩擦に依
る日本経済の先行き不透明、近年頻繁に起きる自然災害に対する備え、少子高齢
化による将来への不安等々様々な社会的・経済的不確実性が増している中で、本
日の式典を力強く迎えられました事はクラブ会員各位の意識の高さと、日頃より
ご親交頂いております日本橋の他の 4 ロータリークラブのご協力とご支援の賜物
であると感謝申し上げます。
当クラブは昭和 44（1969）年 10 月 30 日、東京ロータリークラブの三輪善
兵衛氏を特別代表とし、東京日本橋ロータリークラブの西田嘉兵衛氏が拡大補助
者となり設立され、同年 12 月には RI よりクラブ設立の承認を受けました。認証
伝達式は翌年（1970）年 4 月 22 日ホテルオークラに於いて盛大に挙行されま
した。チャーターメンバーはロータリー経験のない 28 名でのスタートとなり初
代大島会長、西山幹事のもとで大変ご苦労されたと伺っております。以来時代の
変化に伴い会員数も増加し 1989 年創立 20 周年の記念事業として新クラブ設立
が計画実行され、平成 3（1991）年 3 月に当クラブより 13 名の会員が移籍し、
東京シティ日本橋ロータリークラブが誕生致しました。その後ピーク時には 110
名を超える会員数となりましたが、社会情勢・環境の変化により会員数が減少い
たしました。それでも先人たちの熱い想いを受け継ぎながら 16 年前からいち早
く女性会員が入会し既に会長・幹事としても活躍されており、また 3 年前からは
外国人の会員も在籍するダイバーシティなクラブを築き上げ活発な活動を続けて
おります。
昭和 44（1969）年に誕生し平成を乗り越えて図らずも令和元年に半世紀を迎
える歴史と伝統を築き上げて来られた歴代先輩各位に敬意を表すと共に、これか
らも地域社会、国際社会に貢献できる存在感のあるクラブとして発展すべく努力
致す所存でありますので、皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。
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ご挨拶

東京日本橋東ロータリークラブ
創立 50 周年実行委員会
委員長 八代元行
東京日本橋東ロータリークラブ創立 50 周年記念

のご意見を取り入れながら次の 4 つのコンセプトを

中央区区長様をはじめ多くのご来賓の皆様にご臨席

①独立したクラブとしての精神を大事にし､ クラブ

式典 ･ 祝賀会には、淺田豊久ガバナー様、山本泰人
賜り、有難いご祝辞も頂戴いたしまして誠にありが

とうございました。また東京シティ日本橋ロータリー
クラブのキーマンの橘

憲正様、北垣隆夫様そして

チャーターメンバーでありパスト会長でもある小菅
康正様ご夫妻はじめ 13 名の元会員の皆様にもご出
席いただき、旧交を温めあうことが出来ました。

地元中央区の社会福祉協議会様と全国盲ろう者協

会様の 2 団体には、50 周年の記念寄付金を贈呈させ

内が一層結束できる周年行事とする。

②記念事業は華やかな中にも日本橋らしい雰囲気を
出していく。

③記念誌は記録の意味も込めて 50 周年に在籍する
全会員が紙面に参加する形にする。

④女性会員も外国会員もいる多様性のある幅の広い
クラブらしく行なう。

10 月 28 日当日は大勢の会員とご家族に出席頂き、

て頂きました。更に、我がクラブの精神的支柱でも

和やかに楽しく当クラブらしい大いに盛り上がった

させいただきました。益々お元気でクラブライフを

ます。

あります 90 歳を超す 3 名の長寿会員の方々を表彰
お楽しみいただきたいと切に願っております。

祝賀会にして頂きましたことに心から御礼申し上げ
50 周年を記念したもう一つの大きな事業として記

祝賀会では、鳥羽屋里長さんのお計らいで歌舞伎

念誌の編纂があります。会員全員が参加するという

より「延年の舞」を演じて頂くことが出来ました。

メッセージ」を投稿頂きました。また多様性のある

人間国宝の中村吉右衛門丈に記念舞台として勧進帳
長唄人間国宝の鳥羽屋里長さんとのお二人の人間国
宝の至芸の舞台を身近で拝見出来ましたことは感激

の極みであり、当クラブの 50 周年という大きな節
目に素晴らしい華を添えて頂きまして心から感謝申
し上げる次第であります。

イベントの際の定番となりました混声合唱団によ

るコーラスは、練習時間が少なかったにも拘らず出

コンセプトをご理解いただき、皆様から「未来への
ダイバーシティなクラブらしく女性会員、外国会員

も含めた誌上座談会も大いに身のあるものとなりま
した。

三木祥史会員を中心に記念誌グループの皆さんが

50 周年に相応しい記念誌になるよう一生懸命編纂に

努めて頂きましたことに、心から感謝申し上げます。
我がクラブの大きな節目の 50 周年に実行委員長

来栄えは良かったとの評価を頂き、コーラス隊の一

という大役を仰せつかりましたが、会員の皆様のロー

ロータリーのことクラブの歴史のことを熟知され

いう長い時間の中で実行委員として共に汗を掻いて

員としても安堵しました。

ている平野煕幸パスト会長と伝統長唄保存会の会長
でもある鳥羽屋里長会員のお話しを小川文男パスト

会長が進行役となった「伝統とは・・」という記念

座談会は、クラブの 50 年の歴史とこれからのクラ
ブのあり方を考える時間となり、周年行事に相応し
いひと時でありました。

記念式典に至るまでの 2 年間、実行委員会では小

川文男副委員長をはじめ委員の方たちが会員の皆様
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しっかり踏まえて臨んで頂きました。

タリー精神に満ちた温かいご理解ご協力と 2 年間と

頂きました委員会の皆様そして事務局の岡田さんに
は特に多くの時間をかけて務めてくれましたことに
心から感謝を申し上げます。

そしてロイヤルパークホテルをはじめ関係者の全

ての皆様に心より御礼申し上げご挨拶とさせて頂き
ます。

ありがとうございました。
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創立 50 周年記念式典・祝賀会プログラム
日時

会場

令和元年 10 月 28 日（月）17 時 00 分
ロイヤルパークホテル

記念式典

〈第一部〉

17：30 〜 18：05

点鐘・開会

物故会員に黙祷
会長挨拶

石山俊彦会長

来賓ご挨拶

淺田豊久地区ガバナー、山本泰人中央区長、
井口武雄東京日本橋 RC 会長

記念寄付贈呈

( 社福 ) 中央区社会福祉協議会
( 社福 ) 全国盲ろう者協会

長寿会員表彰・記念品贈呈

髙田康太郎会員、古谷馨会員、金井五郎兵衛会員

点鐘・閉会

祝賀会

司会 上田裕子幹事

ソングリーダー 三木祥史会員

来賓ご紹介

歌舞伎十八番の内 ｢勧進帳｣ より

ロイヤルホール

石山俊彦会長

「奉仕の理想」斉唱

記念舞台

3階

受付開始

石山俊彦会長

〈第二部〉

18：15 〜 18：40

｢延年の舞｣

司会 鳥羽屋里夕様

中村吉右衛門丈

長唄 鳥羽屋社中

〈第三部〉

18：40 〜 20：45
開

乾

会

杯

記念晩餐会

司会 大場睦子会員

大山雪江パスト会長

髙田康太郎パスト会長

記念混声合唱団 コーラス
指揮 三木祥史会員、ピアノ 三木蓉子様
明日があるさ／少年時代／見上げてごらん夜の星を／ロータリーソング「友」
記念座談会 「伝統とは…」
実行委員長挨拶

「手に手つないで」斉唱

人間国宝鳥羽屋里長

平野熙幸パスト会長

司会 小川文男パスト会長

実行委員長 八代元行パスト会長
ソングリーダー 三木祥史会員

お開き

〈ご来賓〉
R.I. 第 2750 地区ガバナー
銀座・日本橋グループ
銀座・日本橋グループ
東京日本橋 RC

ガバナー補佐
グループ幹事
会長
幹事
東京日本橋西 RC
会長
幹事
東京シティ日本橋 RC
会長
幹事
東京山王 RC
会長
幹事
中央区
区長
( 社福 ) 中央区社会福祉協議会 会 長
( 社福 ) 全国盲ろう者協会 常務理事
東京シティ日本橋 RC パスト会長
東京シティ日本橋 RC パスト会長

淺田豊久様
田中政義様
鈴木逸郎様
井口武雄様
吉田誠男様
小川浩一様
上條誠二様
工藤哲夫様
海老原裕様
小田 浩様
尾原秀紀様
山本泰人様
中野耕佑様
山下正知様
橘 憲正様
北垣隆夫様

元会員
元会員
元会員パスト会長
元会員
元会員
元会員
元会員
元会員
元会員
元会員
元会員パスト会長
元会員
元会員パスト会長

天野 豊様
原田信市様
小菅康正様
阪 泰彦様
仲谷清孝様
富澤悦子様
柴 賢悟様
尾内正道様
田中憲子様
南
安様
竹内彪衞様
菊池敏郎様
深澤 修様

10

p1-52.indd 10

2020/06/04 12:14

記念式典

来賓ご挨拶

会長挨拶

記念寄付贈呈
長寿会員表彰

司会
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《クラブ紹介》

名称
区域
沿革
R.I. 加盟
チャーター伝達式
例会
例会場
事務局

introduction

東京日本橋東ロータリークラブ
東京都中央区の内、日本橋川を境に江戸橋から昭和通りの東側
創立 1969（昭和 44）年 10 月 30 日
1969（昭和 44）年 12 月 11 日 認証番号 14995 番
1970（昭和 45）年 4 月 22 日
毎週月曜日 12 時 30 分〜 13 時 30 分
〒 103-8520 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1
ロイヤルパークホテル
電話 :03-3667-1111（代）
同ホテル 652 号室
電話 :03-3249-4161
FAX:03-3249-4162
E-mail nbeastrc@galaxy.ocn.ne.jp
http://www.nihonbashi-east-rc.com/

我々のテリトリーは中央区の内、日本橋川を境に江戸橋から昭和通りの東側、隅田川で墨田区と接
する地域である。
元禄年間には浜町中州地区に大名の下屋敷が立ち並び、室町、本町、大伝馬町方面には問屋があって、
初めて問屋組合が結成されたのは元禄 7 年（1694 年）という記録が残っている。
その後、水陸の交通要衡のため、非常に商業が発展し、蛎殻町、小網町の商品、食品、雑穀問屋、堀留、
富沢町周辺の織物問屋、横山町、馬喰町の小間物雑貨問屋（現在では繊維装粧品問屋）などが軒を並べ、
各商品取引所も地域内に集まり、日本の一大集散地となっている。
戦災により地域の大半が失われたが、現大伝馬町・人形町等は火災を免れ、特に人形町の一部は昔
の面影を残している。箱崎町界わいは水運の便が良く、かつては倉庫街であったが、例会場のロイヤ
ルパークホテル、読売新聞社、ＩＢＭの各ビルが立ち並び、首都高速道路箱崎インターチェンジ下に
は東京シティエアターミナルがおかれている。
江戸名物と言われた両国の大花火は廃止されたが、その後、小規模乍ら復活され、水天宮のお祭り
とか、芳町、浜町、中州などに昔の良き下町情緒が残っているなど、新しいものと旧いものが巧みに
調和されて、独特の雰囲気をかもしだしているテリトリーである。
（注）区域については、現在は弾力的な扱いとなっています。

《設立の経過》

Passage of establishment
1969（昭 44）年 7 月 8 日
8 月 2 日

8 月 26 日
9 月 2 日

9 月 11 日

9 月 25 日
9 月 30 日
12 月 11 日
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東京日本橋 RC 新クラブ設立委員会第 1 回会合にて、地域分割、会員候補者選出につき
協議

新クラブ設立委員会は、地域分割につき満場一致で決定、理事会に答申

東京日本橋 RC 理事会は原案を承認し、会員総会も原案を可決し、新クラブの創立を承認

第 358 区ガバナー佐々木秀一氏は東京 RC 会員三輪善兵衛氏を新クラブの特別代表に、
東京日本橋 RC 会員西田嘉兵衛氏を拡大補助者に任命

新クラブ設立に関する説明会を東京証券会館内ホテルオークラ・レストランにて開催

会員候補者全員出席し、特別代表の提案を満場一致で承認可決。RC 結成の Key Men 5
名も決定

東京日本橋 RC は R.I. より地域分割の承認を受ける

東京日本橋東 RC の創立総会を丸の内パレスホテルにて開催。佐々木秀一ガバナー臨席
の下、議案は原案通り承認可決される

東京日本橋東 RC は R.I. の承認を受ける
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《創立 50 周年記念座談会》

多様性あるクラブへ
参加者：平野熙幸 深澤修 髙橋英昭 藤井邦宏
石山俊彦 大山雪江 上田裕子 塚田晴美
ボウミック スモン
コーディネーター：三木祥史

女性会員入会の経緯
こ雰
の囲
会気
なな
らど
大わ
丈か
夫っ
なて
のお
で
はり
とま
︒し
た
の
で
︑

三木

本クラブは多様性のあるクラブです。女性会員もいるし、

ボウミックさんという外国人もいて、バラエティに富んだ構成に
なっています。こういった本クラブの特色を今後どう活かしてい
くのか、今日は皆さんからお話を聞かせていただきたいと思いま
す。本日の座談会には三人の女性がいらっしゃいます。まずは三
人の中でも一番最初に入会された大山さんから、どういう経緯で
入会されたか教えてください。
大山

はい、一番にくると思っていました（笑）
。入会のきっか

けですが、クラブの意向としてどんどん女性会員を受け入れると
いうことになったので大山さんどうですか、とお話があって。も
ともと家族会などの催し物があった時、私が出ないと主人が怒る
ので、それで必ず出席することにしていました。そういうわけで
雰囲気などわかっておりましたので、この会なら大丈夫なのでは
と思って。
三木

ご主人様がもともとクラブ会員で、亡くなられてから入会

したということですね……。
髙橋

女性会員第 1 号を大山さんにお願いした髙橋です（笑）
。

当時、女性会員を入れるのであれば退会するという人がいて、実
は私もその一人でした。考えが変わったのは、会員増強委員に
大山雪江会員

なったからです。増強委員に選ばれてから態度をコロッと変えて
（笑）。大山さんはご主人と一緒に何度もお見えになられていまし
たから、ご主人が亡くなられてご縁がなくなったら寂しい。ご挨
拶に来られた時、これはチャンスと思い、これでご縁が切れたら
もったいないとお声をかけたら、「いいですよ」とお返事いただ
きました。大変だったのは長老たち。
「髙橋君、言ってることとやっ
てることが違うではないか」と。それに対しては、
「臨機応変で
すよ」と。その後、大山会長、上田幹事と誕生し、女性が活躍す
るようになって良かったです。
平野

僕から是木さんに会長が変わったころ、絶対嫌だという人

が何人かいた。けれども、結局どなたもお辞めにならなかった。
大山さんが入会されて、じゃあ俺は辞めるよという人は一人もい
なかった。それどころか、一番強固に反対していた人が、楽しく
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なって良かったよと（笑）。私が会長の時は八代さんが幹事をさ

反み
対な
のさ
しん
よ顔
う見
も知
なり
かだ
っっ
たた
でか
すら
よ︑
︒

れたんですが、これで女性をもっともっと増やせるねと先が明る
くなりました。女性会員を入れたのはとてもいいこと、他のロー
タリーはまったく女性を受け入れなかったですから。
髙橋

大山さんのご主人と一緒に参加されていましたから反対の

しようもなかったですよ、みなさん顔見知りだったから。
三木

大山さんの入会は 2003 年 4 月 14 日、上田さんは 5 月

16 日。
上田

私は今はもう亡きチャーターメンバーだった内野さんのご

紹介で入ったんですけれども、内野さんとは仕事上で会うことが
多かったんです。ある時、社長の心得についてご意見をうかがっ
たのですが、何しろいろいろな人と会って顔を売らなきゃという
話になって。うちのロータリーは幅があっていいよ、実は女性の
入会が一人決まっている、一人じゃ寂しいでしょうし、というふ
うにお誘いいただきました。
深澤

今、皆さんに大事なところはお話いただいきましたけれど

も、大山さんが入会する前に、女性に入会してもらうことについ
てどう思いますかと、クラブ協議会で話し合ったんです、小川さ
んが幹事の時です。それで皆さんが発言されて、女性を入れたら
クラブを退会するという方もいました。それ以外には、
ロータリー
髙橋英昭会員

というのは男性の会員で設立されたものであるとか、また会員は
企業のオーナーだったり、大企業の役員の方と関わりをもってい
る人も多い、女性も活躍しているからこそ男性だけというのが価

勉井
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値がある、といった意見が出ました。それから大山さんの入会に
ついては、皆さん前向き。上田さんがすぐに入ってくださって。
大山さんがいてくれたことによって、落ち着いた雰囲気ができて
いたと思います。
三木

クラブ協議会で話し合われたということですね。塚田さん

は 2013 年の入会ですが、どのような経緯で入会されたのですか。
塚田

私の紹介者は、松井さんです。クラブの名前は聞いたこと

がありますが、実態は知りませんでした。うちの場合は同族零細
企業、また生産性を上げるような商売ではないので、井の中の蛙
の状態で。それで、このままではいけないと、松井さんに入れる
かどうかお尋ねしましたら、大丈夫だよとすぐにお返事をいただ
きましたので、勉強のために入会しました。

入会後のクラブの雰囲気
三木

大山

実際に入会してみていかがでしたか。
入会する前からお顔見知りの方もいたので、心強いとは

思っていました。いまより人数も多いし、緊張感はありましたが、
自然に打ち解けました。入ってからは意外とすんなりと例会にも
出られて、こういう感じなら続けられるという自信を持ちました。
塚田晴美会員

上田

大山さんがいらしてくれたので心強く、大英断で女性を受

け入れた男性会員も非常に気を使ってくださっていたのがわかり
ました。恵比寿ロータリーに女性会員がいたので交流の場を作っ
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てくださったり、それこそ腫れ物に触るような感じで気を使っ
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てくれていました。
塚田

松井さんからは何のエスコートもなく（笑）
、やってい

ればわかるよと。深澤さんには親切にいろいろと教えていただ
きました。そのうち米山委員長にとお声がかかり、断ったらい
けないと言われたのでお引き受けしました。私の楽しみは例会
でのお食事、炉辺会などで美味しいお店に行くのも嬉しいこと
です。また、男性会員はもちろん、先輩女性会員も淑女のお手
本のような方ばかりで、当クラブは紳士淑女の集まり、いいお
勉強をさせていただいていると思っております。
三木
髙橋

髙橋さんいかがですか、実際に女性が入ってきて。
いいことをしたなと思っています。もっともっと女性が

入ってくれたほうがいいです。華やかですし、クラブ自体が明
るくなります。
深澤

大山さんがお入りになった後に、銀座・日本橋の協議会

があって、グループ協議会でしたが、平野さんと私も参加しま
した。平野さんに発言の順番が回ってきた時に、思った通りに
女性会員の話をしてくれて、私はそれが大変嬉しかったです。
三木
平野
深澤修会員
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他のクラブの反応はどうだったのでしょうか？
銀座・日本橋グループの中で先陣を切ったわけではない

ですが、早かった。ですから（日本橋）東さんが、保守的な日
本橋４グループの中にあってよく女性会員を入れましたねと。
辞めた人はいますかなど、いろいろな質問が出ましたよ。です
から、反対していた人が女性がいると楽しいねと言ってますよ
と（笑）。女性経営者がたくさんいるんだから、入ってもらっ
たほうがいいですよと。日本橋グループのなかで先陣を切った
ことは間違いないですから。日本橋・銀座は保守的なところで
すから、絶対女性は入れない、女性だけのソロプチミストの会
があるじゃないかと、そういうことを言うんですよ。だから地
区の協議会では、敢えて女性会員の話をしました。あいつは女
性を入れる張本人だ、とか言われましたけど敢えてしたんです。
藤井

私は 2002 年から 2018 年まで福岡に行っていました。

以前の在籍中には、女性を入れるのは絶対ダメ、だったんです。
それが東京に戻って再入会した時には、コロッと変わっていま
した（笑）。女性が入ってきてどんなことが良かったか……。
まだ入会して２年の塚田さんに、米山奨学生のスワル君のカウ
ンセラーをやってもらいました。2016 年 8 月の納涼会には、
彼に浴衣を着せてくれて、また神田祭にも連れて行ってくれる
など、スワル君にとっての日本の母の役目をやってくれて、大
変ありがたかったなと。会長としてもありがたいと思いました。

藤井邦宏会員

今年度もタイの女子中学生に浴衣を着せてくれたり、男性会員
にはできないことだなと。
三木

石山

石山さん、いかがですか。
大山さんが入会される前はご主人がいらしていて、私が

入会した一週間か二週間後のことでしたが、ご主人から君ハン
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コを持ってきてと言われて、ノーと言えないので持っていったら、
いきなり保護司をやれと（笑）
。そんなご主人が亡くなって大山
さんが入られたことに関しては、全く何の違和感もありませんで
した。その後の上田さんも、紹介者の内野さんがうちの会社の
お客さんだったこともあり、女性だからどうのという意識は私に
とっては全くなくて、本当に何の抵抗も違和感もないことでした。

外国人会員入会の経緯
三木

ではここからは、ボウミックさんにお聞きします。インド

人でいらっしゃいますが、どういう経緯で入会されたのでしょう
か？
ボウミック

私の紹介者の前田さんとは、同業ではありませんが

間接的に繋がりがあります。もともと父が外交官で政治家の担当
でしたが、日本と関わりがありました。私が留学した時、まわり
にロータリアンが多かったです。ロータリアンは高いビジネスマ
インドを持っていると思いました。筑波大学の大学院に行かせて
もらいましたが、文部省から行かせてもらっていたのですが、イ
ンドに帰らなければならないことがあり、私費で勉強させても

ボウミックスモン会員

らっていました。私のおじがロータリアンだったので、
いつかロー
タリアンになりたいと。前会長の「インスピレーションになろう」
とか「世界をつなぐ」とか、ロータリーにはさまざまなスローガ
ンがあります。私も日本とインドをつなぎたいと思っていた時、
前田さんから誘われました。その時はまだ会社の代表ではなかっ
たのですが、自分のフィロソフィーを話させてもらって。日本橋
という高い文化を誇りに思います。当クラブの 50 周年ともご縁
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があり、前田さんから３回目の誘いでそういう気持ちになりまし
た、良かったと思っています。実際に入ってみて良かったのは、
ロータリーは雲の上の世界というイメージがありましたが、非常
にアットホーム。ネパールのスワル君にも日本の母が、私にも日
本の父みたいな人がいます。英語でいうと「proud my Club」
。
三木

当クラブでは外国人として初めての入会でしたが、入会に

ついては何か議論がありましたか？
藤井

特別に議論などはなかったです。前田さんの熱心なご推薦

がありましたし。奥様が日本人で、結婚して 20 年以上、息子さ
んも長野の大学院に通われていて。
平野

全く何もないですよ、ボウミックさん自身もすっと溶け込

んでくれて。
三木
平野

日本語もお上手ですよね。
外国の学生の話が出ましたが、女性会員はカウンセラーに

向いていますよ。米山などもそうだけど、細やかに学生の面倒を
見ていただける。そういう点では、このクラブにきた学生は喜ん
でいるのではないでしょうか。

多様性あるクラブへ
平野熙幸会員
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後に、当クラブはこれからどういう方向性を目指すのか、
「多様
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性あるクラブへ」というテーマにについてお聞きします。
大山

もう少し女性の方が増えてもいいと思いますが、現在のメ

ンバーでいらっしゃる方達と親しく、違和感なく、毎回会うのが
楽しみというような居心地いいクラブとなるよう努力したいです
ね。
上田

人の輪が広がっていっていることで、ロータリーの良さを

感じています。私自身少し慣れてきて、ロータリーの軸は「奉仕」
だということがわかってきました。そういう奉仕についても、将
来的にはうちのクラブも積極的に動いて取り組んでいきたいと感
じています。
塚田

わからないままに米山をやって、カウンセラーを２年、２

年目は岩田さんと二人三脚で取り組んで。あちらがお父さん役、
私はお母さん役で、「これはやってはダメ」とか本当にお母さん
が言うようなことも言って。岩田さんは、「日本語が上手だけど
助詞とかに気をつけるともっと良くなるよ」と前向きなアドバイ
スをしたり。何にしても委員長だけではなくて、副も一緒に頑張
らないと。
ボウミック

国際ロータリーという名前になっているので、もっ

と国際的なこともやりたいと思います。国際奉仕委員長を私に担
上田裕子会員

当させてもらったことに感謝しています。全うできるような内容
をやっていきたいです。名前だけでなく、意味のあることを、内
容のあることをやってゆきたい。日本橋から発信する内容を明確
に、フィロソフィーを全うしたい。そういうことを意識、期待し
てゆきたいです。
髙橋

今、四人の方の前向きな話を聞いていて恥ずかしくなりま

した。私は入会して 30 年になりますが、もう制度疲労しています。
新会員の名前も知らないし、というか覚える気力もなく、これは
困ったことだなと。むしろ自宅の近くのほかの同年代のクラブの
方と居酒屋で一杯やっているほうが居心地がいいんです。意識が
このクラブに戻るようなことを何か考えていただきたい。この年
齢になると、人のやっていることを批判するのが楽しい、陰に隠
れて（笑）。
藤井

特別ありませんけど、今のような愚痴はいつも聞いていま

す（笑）。新入会員からも愚痴を聞いていますよ。受付に２年も
縛られて交流の場がないですとか……親睦委員として２年間受付
の仕事しろっていう雰囲気は変えたほうがいいかもしれません。
深澤

女性会員がお入りになって、私としては雰囲気がアット

ホームになったと感じています。仕事で女性と会うことが多いの
ですが、やはり女医さんなどは男性のお医者さんと違うところが
あって、柔らかい雰囲気になる。大昔と違って、若い女医さんは
綺麗な人が増えたなと感じています。ロータリーの場合は、企業
の社長さんなり、都会の日本橋の中で洗練された雰囲気の中で
育ってきている方が多いので、やはり雰囲気がいいです。それか
ら外国人会員の一番手、ボウミックさんですけど、ここお江戸日
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本橋で我々と一緒に奉仕活動に勤しみ、親睦を深めてくれると、
クラブ全体に広がりが出ます。楽しみです。
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平野

最近、委員会の活動をうまく伝達していないなあと。だか

ら入会しても間もなく出席しなくなる。新しく入ってきた方に、
こういうことをするんですよということを、もっとちゃんとお話
をしてあげればいいのになと思います。委員会の中で指導が足り
ないってことは、それぞれが何をやればいいのかわからなくなっ
ているのかな……。女性会員については、女性のパーセンテージ
など気にせず、男女の区別なく増えていくといいですよ。増えた
会員に対して、どういう活動をすればいいのかというのを伝えて
いかないから、髙橋さんのような話になるんじゃないかな。クラ
ブの進め方の本質的な部分、この委員会はこういうことをやるん
だよときちんと教育してゆく、そこが足らない。昔は、平野君で
きてないじゃないか、と言われて勉強しました。伝達がちょっと
足りない。言いたいことはやまやま、髙橋さん以上にあるのです
が（笑）。
石山

居心地のいいクラブだと思っています。今回、委員長に

は入会の早い人にお願いするようにしました。塚田さんのおっ
しゃったように、入会２年目で米山をおやりになって……実際に
委員長をやらないとわからないんだろうなと、そう思ってご指名
石山俊彦会員

させてもらいました。ロータリーにとにかく出てきてもらいたい。
とにかく次につなげてゆくためには、なにかしら歯車を動かして
いかなければ。
平野

それから、地区に交代で出て、他のクラブを知ることが大

切です。地区のことをやると、ほかのクラブの空気とかわかるし、
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いろんなことを勉強できる。少し外に出ることも経験させるよう
に指導してゆくのもいい。
深澤

地区で委員を初めて経験した時、びっくりしたのは、ガバ

ナーがみんなの前で、こういったことをやっていきたいがどうで
しょうといったら、最初の委員長が「私はガバナーが決めたこと
でも反対です」と言うんです、二番目も、三番目も反対、反対。
これは極端な例ですが、地区では全然違うことを感じました。私
の会社に電話がかかってきて一本釣りなんです、来年委員会があ
るから副委員長になってくれって。それはおかしいと手紙を書き
ました。そういう一本釣りじゃなく、当クラブの会長に手紙かな
んかでお願いして欲しいと。ですから平野さんと同じ意見で、機
会があったら、２年か３年経験するといい。地区協議会なんかで
ガバナーなどが来られたときに話がしやすくなります。
上田

平野さんのお話、おっしゃる通りで、私自身の経験でも幅

も広がり、とても勉強になりました。もちろん、自分のクラブが
あってのことですけど。たくさんの人が経験したほうが、自分の
クラブのためにもなると思います。
三木

本日は当クラブの多様性がよく表現されている座談会に

なったと思います。ありがとうございました。
三木祥史会員
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