
今日の卓話       会員卓話 
小池 正会員 

 

＜プログラム＞ 
司会進行           大原 正道会員 
開会点鐘             山下 憲男会長 
奉仕の理想（ピアノ演奏のみ） 
ニコニコボックス報告   大原 正道会員 
会長報告           山下 憲男会長 
出席報告           岩佐 彰彦会員 
 
誕生日祝い 
12月 31日 山下 憲男会長 
 
 
 
 
 ニコニコボックス 
山下会長 本年最終の例会です。コロナも

現時点では感染者もなく助かっ
ております。1年間ありがとうご
ざいました。 

永井会員 今年 1 年ありがとうございまし
た。皆様良き新年をお迎え下さ
い。 

大原会員 皆様良い年をお過ごし下さい。 

高山会員 山下会長、木宮幹事ご苦労様で
した。来る年が皆様にとって良
い年になることを祈っていま
す。 

 計 7,000円  累計 333,670円 
 
出席報告 
会員数 37名 ゲスト 0名 
出席数 
ZOOM 

16名 
2名 

ビジター 0名 

欠席数 19名 合計 18名 
 

今後の例会 

 
3月 31日（水） 

 
未定 
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山下 憲男会長 
細則では 12月末までにクラブ年次総会を開催することになっ
ておりますが、延び延びになっておりました。1月には開催し
ます。クラブの運営体制と人事は連携しておりますので、本日
のクラブフォーラムはその一環であり、ステップを踏んで進め
ております。 
 
木宮 雅徳幹事 
・理事役員会議事録を配布いたしましたのでご確認下さい。 
・月１回断食基金へのご協力ありがとうございました。 
・12月 30日、１月 6日は年末年始休会です。１月 13日が初例会
で理事役員会も開催致します。 

 
ロータリーの友 12月号の紹介  髙山 肇会員 
先月に引き続き「どうなるクラブの今後」のア 

ンケートがあります。2247クラブのうち、1247 
クラブの半分強が回答しています。最初の会員数 
の増減のグラフは想定内だと思います。各クラブ 
がコメントを寄せています。心に留まったものを 
ご紹介します。 
どこのクラブもクラブの存続、会員増強、退会防止に苦労され

ていて、コロナの影響もありますが、普遍的なテーマだと思いま
す。その中で会員増強・退会防止に向けては、「会員が高齢を理
由に退会した場合、後継者を自動的に推薦する仕組みが必要」と
いう提案がありました。仕組みをどのように組み立てるのか、聞
いてみたいと思いました。 
また、「新会員主催の事業を計画し、実行をまかせた。今後は

計画から任せていきたい。」新会員に提案してもらい活性化して
いくということで、取り入れやすい提案だと思います。あとは、
「今年度は充電の時と捉え、無理に活動することは控えコロナ終
息後に奉仕活動が可能か考える」という、立ち止まって考えると
いう意見もありました。 
他にもコロナ禍の今だからこそ何かできることはないかと考え

た時に、ロータリークラブに所属していることの意味や意義を見
つめなおす良い機会ではないでしょうかという意見が非常にヒッ
トしました。我々もこのようなスタンスでやっていきたいと思い
ました。 
 
 
閉会点鐘                            山下 憲男会長 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



地区補助金プロジェクト 

職業奉仕‣社会奉仕委員会  牛島 聡統括委員長 

中間報告と新運営体制への移行について 

木宮 雅徳幹事 

昨年度は地区補助金の申請をしましたが、受付の
時点で、この申請書は通らないと指摘されました。
というのは、既に千代田区から補助金を受けている
事業で、地区補助金は他団体から補助金を受けてい
るとほぼ通らないそうです。結局、申請は取り下げ
ました。今回は１月 21日が締め切りですので、案を
出して頂ければ申請書の作成は一緒に考えますので、
締め切りに間に合わせることができます。 

2021-22年度 2580地区の地区目標の一つとして、 
「新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよ
う」です。補助金もコロナ過での奉仕及び支援を優
先します。但し、コロナ関連でなけれ通らない訳で
はございませんのでコロナに囚われないで意見を出
していただければと思います。 
コロナ禍の社会奉仕を見つけ出して提案できれば

画期的だと思います。コロナというと、医療従事者、
生活困窮者、失職者に目が行きがちですが、岡田会
員からも話がありましたが地元の商店の方が苦しん
でいるという状況があります。 
昨年はコロナ禍の中、何をしたら分からなかった

ので、ほとんどのクラブがフェースシールドやマス
クを支援しました。今はマスクはいきわたっていて、、
使い捨て医療用手袋が不足しています。 
クラスターが発生した永寿総合病院は、区民のコ

ロナ感染患者は一人もいませんでしたが、コロナ発
生初期に積極的に受け入れたために、対応の仕方が
わからなくてクラスターが起きてしまいました。そ
れにより病院関係者が地元の方にバッシングされご
苦労されたことがあり、上野 RC は永寿総合病院に 20
万円、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部に
100万円の支援金を贈りました。 
当クラブが支援している MLT こどもプロジェクト

は、学生が中心になって活動していますが、学生は
校外の活動を自粛させられているため、心に傷を抱
えている子供たちへのフォローが１年近くできてい
ません。 
●実施事例 
東京紀尾井町 RCは NPO法人キッズ未来プロジェク

トに登録する貧困母子家庭支援として、お弁当や学
用品の配布及び数百万円の支援しました。当クラブ
も福島へ 3年間で 400万円ほど支援しています。ア
イディアによっては可能性があります。那覇南 RCは
社会福祉協議会や子どもの居場所サポートに弁当を
提供し、会員自ら配りました。本来地区補助金はお
金だけではなく、参加することに意義があるので、
その方法も含めて会員が参加できる支援を選んで頂
ければと思います。 
●単年度で終わらない継続支援のために 
例え今年の申請に間に合わなくても、単年度で終

わらない継続支援を考えたらどうでしょう。例えば、
地域医師会や社会福祉協議会と密な連携を取り、話
し合うことで課題を見つけていくことができると思
います。 
また、一般のニコニコだけではなく、新型コロナ

に特化した、または何かに特化した特別ニコニコが
あっても良いと思います。過去に福島の子供たちに
バレーボールイベントの支援を致しました。最終年

は、支援金が足りず、特別ニコニコを数名から頂き
実施しました。そのような方法もあります。 
それから、クラウドファンディングがあります。 

これはロータリーに合うかどうかはわかりませんが、
永寿総合病院の医療従事者は頑張っているのに給料
は下がる、ボーバスが支給されないという状況の中、
地元の個人病院の経営者が発起人になり、クラウド
ファンディングを立ち上げました。1週間という早さ
で第一目標としていた 2,000 万円を達成、第 2目標
であった 4,000万円も 11 日目で達成し、約 800名の
全職員に 1人 5万円ずつ手当てとして支給し、残っ
た資金は不足している人件費や感染症対策費として
使用されました。意志をもって動けば賛同してくれ
る人が集まり多額の資金が集まります。 
今までは考えた人が主に動いていましたが、ロー

タリーモーメントということもありますので、参加
して実感を共有することが次につながると思います。
皆様のご提案をお待ちしております。 

高山会員発案のクラブキャッチコピー「千代田か
ら世界に広げよう奉仕の輪」を思い出して頂き、新
たな企画を含め今年、来年度とやっていけたらと思
います。 
 今年の 2月の地区大会に於いて、石渡会員発案の
「ウォーキングクリーンプロジェクト」が意義ある
奉仕賞で受賞しました。70クラブ中、たった 2クラ
ブの受賞です。これは誇れることだと思います。 
コロナ禍でウォーキングクリーンプロジェクトは

休止状態ですが、先ほど牛島会員より説明がありま
した地区補助金を活用した社会奉仕活動をやること
を考えてみたらどうでしょうか。文京区高齢者施設
で Eスポーツ（対戦ゲーム）をやっています。言葉
が通じない外国人とゲームを通じて国際交流をする
こともできます。Eスポーツというゲーミングソフト
ウエアを活用して、高齢者、障害者、引きこもりの
方を支援することもありかと思いました。 

「四つのテスト」 

①真実かどうか②みんなに公平か③好意と友情を深め

るか④みんなのためになるかどうか 

お茶の水の良いところは、バランスが良い、新人が
溶け込みやすい、ベテランが優しいクラブだと RLI
の研修を受けて感じました。原点に戻り、この四つ
のテストを特に新人さんに思い出して頂けたらと思
います。 
山下年度は 5つの目標がありました。特に会員増

強ですが、これは世界共通の課題です。多分、ロー
タリーの魅力がなくなっているんじゃないのかなと
思いますので、会員増強のためにはクラブの魅力作
りが必要です。 
当クラブはビジョン委員会を戦略委員会に改名し

ました。そして、標準的なロータリークラブ委員会
組織に移行します。クラブ管理運営、会員増強、公
共イメージ、奉仕プロジェクト、ロータリー財団の 5
つの委員会になります。 
 
閉会点鐘                      山下 憲男会長 
 



神保町の街づくりの提案  髙山 肇会員 

第 1235回 2021年 2 月 10日 
オンライン例会 

 

 
 
 
 

司会進行                 木村 良成会員 

開会点鐘                   山下 憲男会長 

ロータリーソング「我らの生業」    大須賀 かおり 
 
会長報告                山下 憲男会長 

2021年 6月 12～16日に台北で開催予定でしたロータリ

ー国際大会をバーチャルで開催することとなりました。

詳細は、近日中に公開されます。 

2021-22年度地区補助金プロジェクトは申請期限内に申

請することができました。関係者の皆様ありがとうござ

いました。 

2/11の千代田区障害者共助会の新年会に山下会長と石

渡会員が出席します。 

    

幹事報告              木宮 雅徳幹事 

理事役員会および議事録で報告いたしましたが、７月

からの例会場を検討しております。現在、候補施設の中

でお断りされたホテル、または見込みのないホテルは、

帝国ホテル、パレスホテル、ニューオータニ、東京會舘、

如水会館です。2月中には絞り込み、皆様に検討して頂

くよう進めており、緊急事態宣言解除後に総会を開催す

る予定です。 

会費請求書は 1月 14 日にメールにてお送りしていま

すのでご確認下さい。今回は締め切りが 2月末となって

おります。 

＜地区関係行事＞1/21オンライン米山奨学生交流会に

俣野会員が出席、2/9オンライン地区クラブ運営支援委

員会に牛島会員が出席しました。 

 

 

 

日頃よりロータリーの皆様には神保町の街を注目し

て頂き有り難う御座います。私の店も神保町で 120 年

余り営業しております。古書店街も明治の中頃から現

在まで 100 軒を挟んで増減はありますが、現在は 124

軒と何とか維持しています。八木壮一さんと 5 年前に

神保町の街の有り様、たたずまいをどう残し発展させ

ていくか私が座長になって神保町未来会議を立ち上げ、

3年前からは千代田区の補助金を活用して明治大学、共

立女子大学、首都大学東京の 3 校の建築学部の先生方

と神保町の調査研究そして議論をしてきました。昨年

千代田区も加わってシンポジウムを 3 月に開催予定で

したが、コロナで中止になりました。しかし、この取

り組みは評価され、中規模の共同建て替え敷地 300 坪

から 500 坪の建て替えに地域合意が出来ればインセン

ティブを付与することで進んでいます。一つは駐車場

付置義務の緩和です。今、駐車場の需給は付置義務の

お陰で駐車スペースが余り、開発系の駐車スペースが

ビル管理費運営に大きな負担になっています。また、

中小のビルはその駐車場入り口の分路面のお店が出来

なくなりビル収益に影響します。駐車場の供給を開発

系の大きなビルの駐車場に担ってもらい、中小のビル

の付置義務を緩和してもらう方向で動き始めました。

これで随分と中小ビルの共同建て替えは負担が軽減さ

れます。 

千代田区の人口は 20 年前 3 万 9000 人でした。現在

は 6万 7000人、この間千代田区住宅付置条例、借り上

げ型住宅や勿論区民住宅区営住宅等総動員して定住人

口確保に努めてきました。社会経済の方向も相まって

当初の目標 5 万人を大きく超えてきました。これから

も新しくマンションが増えていることから自律的に人

口は増えていくでしよう。 

地域によりますが、今、街づくりに必要なのは 1 階

に商店を誘導することです。定住人口増加の流れを今

後は商店を増やす施策に舵を切る時ではないでしょう

か。今、千代田区は 23年ぶりに都市計画マスタープラ

ンの作業中です。昨年暮れに私も神保町地区の公述会

でお話しをしてきました。大規模な再開発には東京都

や千代田区から大きな補助金が入っていきます。これ

はこれで大切な仕組みだと思いますが、並行して中規

模の共同ビルの建て替えが大事です。路面の部分に従

前からのお店が残せる街づくり、神保町の街の魅力は

古くからあるお店が元気にやっていける事だと確信し

ています。 

もう一つ今年はパラリンピックがあります。車椅子

トイレをもっと多く神保町の商店街のお店に設置して

更にどこのお店に行けば利用出来るかアナウンスした

いと考えています。行政や交通事業者がバリアフリー

化を進めています。車椅子で通りの歩道まではたどり

着くことはできますが、安心して食事をしたり、買い

物したりして頂く環境が街としてまったく出来ていま

せん。おととしから千代田区と東京都の予算の車椅子

トイレ改修工事の補助金を調べましたがありませんで

した。今度区長になった樋口さんには都議の時から要

望をしていましたが、樋口新区長には引き続き車いす

トイレ改修工事の補助金の要望をしていこうと思って

います。勿論トイレだけ改修すれば終わる話しではあ

りません。障害者の皆さんが美味しいご飯を食べ楽し

く自由にショッピングをするまでは、まだまだ遠い道

のりです。でもやれることから今年は進めて行きたい

50 年に一度のパラリンピックの年に何か一つでも実現

したいと思っています。 

 
 
 
閉会点鐘                      山下 憲男会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 1236回 2021年 2 月 17日 
オンライン例会 

 

2021－22年度 RI会長テーマおよびメッセージ 

 西村美智子次年度会長 

 
 
 
 

司会進行                 木村 良成会員 

開会点鐘                   山下 憲男会長 
ロータリーソング「我らの生業」    大須賀 かおり 
 
会長報告   山下 憲男会長 

11日（木・祝）に千代田区
障害者共助会の新年会に参加
しお菓子をプレゼントして参
りました。58名の参加者が紙
袋いっぱいのお菓子に大変喜
んで頂きました。ご協力ありがとうございます。引き続
き宜しくお願いいたします。 
米山奨学生、王さんの１月、2月分の奨学金は振込み

いたしました。本日は王さんが参加していますので近況
報告をお願いします。 
 
米山奨学生               王 艶さん 
お久しぶりです。発表も無事終え卒業できそうです。

今は博士に進学する準備をしています。中国の春節は家
に帰ることができず、友達と一緒に過ごしました。奨学
生卒業まであと 2ヶ月。コロナで皆様とお会いできずに
残念ですが、イベントがありましたら参加したいと思い
ます。 
 
幹事報告              木宮 雅徳幹事 
<地区関係行事>2/16ガバナー補佐エレクトセミナー、
ZOOMミーティングに牛島会員が出席しました。 
昨日メール報告しましたが、15 日、戦略委員会を行い、
緊急事態宣言解除後の例会の開催方法や 7月 1日からの
例会場の話をしました。解除後は、ハイブリッドで例会
を開催したいと提言がありました。例会場候補の赤坂プ
リンスクラシックに明日、6名で訪問します。八木会員
が明治大学、岡田会員が KKRに聞いていただける予定で
す。コネのある方はお声掛け頂けると幸いです。 
 
2/9地区クラブ運営支援委員会の報告  牛島 聡会員 
幹事から例会場について話がありましたのでお話

します。神田 RCは新年度早々の公式訪問のため、例
会場が決まらないので日程が変わるかもしれないと
いう話がありました。ガバナーの日程も詰まってい
ますので、当クラブも例会場を早く結論を出したい
と思いますのでご協力をお願いします。 
 地区クラブ運営支援委員会（旧称：クラブ奉仕委
員会）は、地区もコロナのため運営できず、クラブ
のサポートもできていないのが現状です。クラブ現
状をご報告頂き、フィードバックのための取りまと
め方を検討するだけの会議でした。今年度はこのま
まだと思います。次年度の体制に対しての支援の仕
方に移行しつつあります。クラブ運営についてです
が、当クラブのハイブリッド例会は当地区の中では
最も進んだ例会の開催方法です。沖縄は観光業に携
わっている方が多いので退会者が多く出ています。
現状は退会防止が早急の課題であるという報告でし
た。また、入会間もない会員のフォローが出来てい
ないことの報告や若手の仕事や困っている会員の仕
事をサポートするサポート委員会を作ったクラブも
あります。ロータリーディはロータリアンと地域の
交流を目的としています。神保町でカレーを題材に
した、ロータリーディを企画しているとのことでし
た。当クラブも是非参加させて頂ければと思います。 

 
 
2021-22 年度 RI 会長 
シェカール・メータ氏 
 
 
シェカール・メータ RI 会長エレクト 
カルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ（イン 
ド、西ベンガル州）に所属。 
 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 
 
メータ氏は、ロータリー国際協議会中の 2 月 1 日、 
次期地区ガバナーに向けて 2021-22 年度の会長テ
ーマを発表しました。 
今日、奉仕のニーズはさらに高まり、明白になって 
います。ですから、来るロータリー年度には、人び 
とのために奉仕し、その人生をより豊かにするため 
に援助していただけるよう、切にお願いいたしま 
す。この理由から、2021-22 年度の私たちのテーマ 
は、「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 
（Serve to Change Lives）といたします。 
奉仕するとき、誰かの人生だけでなく、自分の人生 
も豊かになります。 
ほかの人のために生き、世話をし、奉仕することで 
誰かの人生を豊かにすることは、自分の人生の最高 
の生き方です。 
 
キーメッセージ 
 
「もっと行動し、もっと成長する」 
「もっと行動し」とは、より大きく、インパクトを 
もたらす奉仕プロジェクトを意味します。 
「もっと成長する」とは、会員を増やし、参加者基
盤を広げることを意味します。 
 
大きなインパクトをもたらすプロジェクトと会員数 
を 130 万人とする課題 
地域社会にインパクトをもたらすプロジェクト、国 
や世界の人びとの人生を豊かにする持続可能なプロ 
ジェクトを実施してください。 
夢は、2022 年 7 月 1 日までに史上初めて会員数を 
130万人に増やすことです。 
 
「女子のエンパワメント」 
「多様性」はロータリーの中核的価値の 1 つ 
・多くの場合、女子は不利な立場に置かれることが
多く、私たちが女子のエンパワメントに取り組むこ
とが重要です。 

・ロータリーはすべての子どもに奉仕しますが、次
年度は特に「女子」に焦点を当てます。 

・世界各地で女子は多くの問題に直面しており、こ
うした女子が抱える問題にロータリーが取り組み、
それを和らげるように導きます。 

 
 
閉会点鐘                      山下 憲男会長 
 



第 1237回 2021年 2 月 24日 
オンライン例会 

 

会員による近況報告 

例会場候補の進捗状況 

司会進行               木村 良成会員 
開会点鐘                山下 憲男会長 
ロータリーソング「我らの生業」  大須賀 かおり 
 
会長報告                山下 憲男会長 
5月 29日（土）12:30から、ローターアクト第 52回
地区年次大会がハイブリッド形式で開催いたします。
詳細は事務局までお問合せ下さい。 
幹事報告              木宮 雅徳幹事 
オンライン例会の開催時間を 12時からにしてはどう
かとご提案がありましたが、時間を変更すると間違
う恐れがありますので変更しないことに致します。
来週も 12時 30分から開始致します。 
次週の理事役員会をオンラインで開催します。11:30
～12:00頃までの予定です。 

山下会長：例会場候補の進捗状況です。有志で数件
リストアップし、理事会あるいはチャーターメンバ
ーに検討して頂き、会員皆様のご意見を伺いますが、、
例会開催曜日を変更する場合も出てくると思います。
候補から外れた所は、パレスホテル、ニューオータニ、
如水会館、東京会館、都市センターホテル、椿山荘で
す。神田明神はペンディングです。赤坂プリンスクラ
シックハウスは内見し見積書を依頼しています。今の
ところ候補会場は KKR、木宮幹事の提案の九段会館は高
山会員に窓口を聞いてもらっているところです。ここ
は来年 7月開業です。他、山の上ホテル、東京ドーム、
エドモント、学士会館、アルカディア市ヶ谷です。 
牛島会員：エドモントは神田 RC を受けた場合、お茶の
水は入れないと聞きました。神田 RCはエドモントの方
向のようです。 
西村会員：丸の内 RCの例会場のセンチュリーコート丸
の内はどうでしょう。 
牛島会員：食事サーブが 1時間厳守で卓話の間も食事
提供しています。突然の来会者は受付られません。 
土居会員：食事代 2,700円では無理なので 4,000円ぐ
らいに引き上げないと。エドモントと東京ドーム（文
京区）に早めに話をした方が良いと思います。 
俣野会員：中央区のロイヤルパークホテルは候補に挙
がっていませんか。あそこは料理が美味しく、ロータ
リークラブがいくつか入っています。 
牛島会員：ロータリーの研修会を受け入れていてロー
タリーに慣れています。東京ドームを候補に入れるの
でしたら、そこも候補に入れても良いと思います。 
牛島会員：KKRの食事はお弁当で 3時間 5,000 円です。
赤坂は見積もりが 7,000円で、受け入れに消極的でし
たので候補から除外しても良いと思います。 
西村会員：赤坂はお食事と例会場で 7,000円なので、
ご配慮いただいたのかなと思いました。他にピアノ使
用料、スクリーン使用料がかかるので、それなりにな
るとは思いますが。 
俣野会員：山王 RC（赤坂プリ）にメーキャップ行った
時は 5,500円でした。 
牛島会員：随分前に赤坂から青木さんにお願いがあっ
た時はそのぐらいだったと思います。山王 RCは赤坂プ
リンスの融通を聞いているようですし、山王 RCの用具
で既に空きスペースがないと言われました。山王 RCが
水曜日なので例会日を変更しなければならないと課題
が多いです。交渉の余地があれば再度交渉してほしい
ですが。                    
西村会員：リアルとオンラインを組み合わせて月 2回
赤坂にすれば負担感がないと思います。皆さんのご意
見もありますが。 

俣野会員：神田さんと話した時にエドモントで決まる
という話でしたが、用具の話が出ましたが総合的に考
えると神田 RCと足並みを揃えるのがいいのでは。 
牛島会員：神田 RCがエドモントに入ったらお茶の水は
入れません。 
俣野会員：神田 RC会員でグランドパレスの社長が推薦
してくれたのでよりスムーズにいったんじゃないです
か。帝国ホテルは金曜日が空いていると聞いています。
曜日を変えていいなら交渉の余地があるんじゃないで
しょうか。KKRは料理が今一つという感想です。それも
5,000円であれば他にいくらでもある気がします。 

 
小林会員：オンライン会員の第 1号で参加させて頂
いております。仕事はビルの管理で、時短は多少あ
りますが、リモートができず変わらずに会社にきて
おります。お客様と食事しながらコミュニケーショ
ンをとることができずにおりますが、この状況が収
まりましたら食事をしながら打ち合わせをしましょ
うと何十件も予定しております。 
岩佐会員：普段仕事で神田本社と宮崎支社を往来して
いますが、第三波以降の緊急事態宣言期間中は移動も
難しい状態でした。今宮崎に来ていますが、今回行き
の飛行機が満席でびっくりしました。宮崎はようやく
県独自の緊急事態宣言が解除されましたが、繁華街に
出ることできず、余暇にゴルフや釣りを楽しんでおり
ます。東京では大原さんに釣りに連れて行って頂き、
真鯛やウマヅラを釣りました。弊社はマラソン大会、
サイクル、ウォーキングなど一般の方が参加できるス
ポーツイベントの仕事をしておりますが、新型コロナ
により中止の波が押し寄せ、今も再開の目途が立たな
い状況です。国の助成金をフルに活用させていただき
ながらなんとか事業を継続しています。先着順、抽選、
年代や時間の制限など、イベントの申込み方法にはい
ろいろな形式がありまして、多様な申込み方法に対応
できる Webシステムを販売しております。このシステ
ムはスポーツイベント以外にも需要がないものかと、
仕事の幅を広げる努力をしているところです。Web申込
システムの需要がございましたらお声掛け頂ければ有
難いです。それと、高山さんのご尽力を頂き、皇居の
周りをペースメーカーをたててランニングするイベン
トを開催することとなりました。高山さんありがとう
ございました。 
海江田会員：現在、7～8割リモートでの顧客対応をし
ております。リモート面談の場所は基本的には自宅と
会社ですが、それ以外では、最近駅などに急速に設置
されている電話ボックスのようなリモート対応のボッ
クスがあるのをご存知でしょうか。15分単位で利用で
きるのですが、このようなリモート用のブースを駆使
し、移動中にリモート対応しながら、リアル面談もこ
なすというハイブリッド的な仕事をしています。プラ
イベートは長男が大学受験で家庭がピリピリしていま
すが、あと 1ヶ月静かにステイホームで乗り切りたい
と思っています。 
大須賀かおりさん：昨年の 3月から歌の仕事がストッ
プして歌っておりません、生き甲斐であり生きている
存在であった歌が奪われ激やせしましたが、今は体質
改善に励んであと 5キロ太ろうと思っております。6月
ぐらいから歌のボイストレーニングとピアノを教える
仕事が復活しました。他、アルバイトで譜面を書く仕
事もしております。歌を歌うために髪の毛を伸ばして
いましたが、気分を変えるために髪を切り、ヘアドネ
ーション（病気などで頭髪を失った子どものために髪
の毛で作ったウィッグ）に寄付いたしました。 
 
閉会点鐘                      山下 憲男会長 



第 1238回 2021年 3 月 3日 
オンライン例会 

 

ロータリーと仕事 －古書と神保町－ 
八木 壮一会員 

司会進行                 海江田健司会員  
開会点鐘                  山下 憲男会長 
君が代・手に手つないで        大須賀 かおり 
 
会長報告はございません 
 
幹事報告             木宮 雅徳幹事 
・今日の卓話は八木会員で、パワーポイント 87枚の力

作です。 
・5日に例会場候補の東京ドームの視察と打ち合わせに

行って参ります。現在、KKRと赤坂プリンスの見積が
出ています。今、再建中の九段会館の担当者に高山
さんが交渉してくださいます。宜しくお願い致しま
す。 

・3月のロータリーレートは、 １ドル＝106円です 
＜地区関係行事＞ 3月9日のガバナーエレクトミーテ
ィングに西村会長エレクトと海江田幹事エレクトが
ZOOMで参加致します。 
 

ロータリーと私 
当クラブ創立の平成 5年に神田 RC会員、当時三省堂

副社長の白石さんに勧めら入会しました。例会場は山
の上ホテルに断られ神田 RCが使っているグランドパレ
スに、バナーは神田明神の御神輿を使うことにしまし
た。創立記念例会の写真が手元にありませんが、10 年
史に載っているようであれば HPに掲載したら良いと思
います。これは 4年前、天理図書館と奈良 RCに行った
時の写真です。私のロータリー活動は地域や仕事関係
で職業奉仕をして参りました。 
＜八木書店小史＞ 
昭和 9年 1月、父で創業者の八木敏夫が、一誠堂書

店から独立して日本古書通信を創刊しました。戦後は
上野松坂屋古書部・特価本仕入部を開設、昭和 28年八
木書店として神保町に移転、昭和 36年古書部を靖国通
りに開設、昭和 62年小川町本社ビルを竣工しました。 
これは昭和 9年 1月に父が創刊した「日本古書通信」

です。インターネットもない時代なので古書業界の情
報誌として大変重宝されました。「市の三月は店の三
年」と言われていましたが、市場の情報を広く提供し、
業界の指針という使命をもって情報誌を創刊しました
が、3年後に情報の提供を禁止されました。不況を乗り
越えた父は、一般の読者向けに古書通信を創刊し、全
国の古書店の情報を目録として掲載したのが昭和 11年
でした。 
＜古書の話＞ 
古書は目録を出しお客様や公共図書館、大学図書館

に買って頂くのが基本です。今はネットでの注文もあ
りますが、やはり、お客様に目録をお見せして買って
頂くことが主流です。 
＜古書の世界＞ 
 日本は 1200年前の書物が残っていて、これは世界で
も稀なことです。歴史は中国が古いですが、戦争の影
響で書物は残っておらず、また、奈良平安朝に中国に
渡った僧侶が持ち帰ったため中国の書物が日本に多く
あると言われています。 
＜扱って良かった書物＞ 
写本 正倉院文書は本来、世に出るものではありませ
んが少し扱っています。これは、山辺諸公の写経の報
告書です。左の天平 20年 5月 20日の日付と右の天平 

20年 6月 25日と 2つありますが右が偽物です。たまた
まこの 2 つを手に入れることができ、今は佐倉の歴史
博物館に納まっております。私どもは古書の市場だけ
ではなく、美術クラブの市場にも入っておりますが、
これはその時に見つけた荘園の図です。珍しいものと
判断して 4,000 万円で落札しました。この越中の国荘
園の図です。この時代の荘園の図は現在 10点ぐらいし
か残っていません。残っているもののほとんどが裏打
ちしてあり、私どもが扱ったものは裏打ちもない状態
の良いものです。これは奈良国立博物館に納め、館長
から「うちの宝物になる。」と大変喜ばれました。納
めた翌年に重要文化財になり、その後国宝になりまし
た。 
 この源氏物語は米国議会図書館に納めたものです。
その前に日本の大学図書館などに話したのですが、予
算がつかず買ってもらえませんでした。そのために、
日本の学者は源氏物語の調査のためアメリカに行きま
す。今はこの本を Web配信しています。 
 これは古書市場に出ていた奈良絵本です。継子いじ
めの物語で 12巻あり、人気があり 8,000万円で落札し
ました。今は広島のある宗教団体が所蔵しています。
版本・印刷本 父の代から百万塔の陀羅尼経をよく扱
います。現存する印刷物としては世界最古です。1200
年前の古書を扱えるのは古書業者としては世界でも、
私どもだけであろうと思っております。 
活字印刷本 きりしたん本・古活字版 私が一番興味
をもっているのは、きりしたん版という印刷物です。
遣欧使節がヨーロッパに行った時に活版印刷の技術を
日本に持ち帰りました。100 種類ぐらい作られていると
思いますが、残っているのは 32種類だけです。32種類
目のものは私どもが 20年ぐらい前にフィリピンで見つ
けました。これもきりしたん版で落葉集という辞書で
す。天理図書館に納め、今、重要文化財になっていま
す。ひですの経です。100年前にドイツにあったことが
記録にありましたが、その後行方不明でした。しかし、
80 年経った頃にハーバード大学にあることが判明し、
私どもで複製、出版しました。これは後陽成天皇の勅
命によって出版した日本書紀です。嵯峨本の伊勢物語
は綺麗な本です。好色一代男の初版を扱うことができ
天理図書館に納めました。蕪村の「新花摘」です。初
版で残っているもので一番良いものです。アメリカの
オークションで手に入れ、伊丹の柿衛文庫に納めまし
た。 
＜近 代＞ 
近代本は私どもが得意としているものです。この森鴎
外「文つかい」という原稿は大阪樟蔭女子大に納めま
した。夏目漱石「三四郎」の原稿です。一昨年、夏目
漱石のある原稿を扱いましたが、世に出す許可が出
ていません。注目されるものだと思います。 
出版 一昨年、源氏物語・定家本を複製して出版しま
した。重要文化財になっています。 
地域と業界での仕事 
神田青空古本まつりの宣伝を 20年しておりました。ブ
ックタウンじんぼうの Web サイトは４月にリニューア
ルします。神田古書籍商史の続編は私が編集しました。
本の街 神保町を元気にする会の事務局長を務め、神保
町ブックフイェスティバルにも関わってきました。 
看板建築の現代版は可能か―家業が続けられる街－ 
神保町研究会では、看板建築に変わる現代版が可能

か、家業が続けられる街であるためにはなど、いくつ
かのプロジェクトで模索しています。 日本でも商店
街と市民参加型の街づくりが重要になると思います。
ヨーロッパでは BID制度（地域活性化制度）がありま
す。他国のことも学びながら、神保町の今後を考え、
家業を続けられる街にしていきたいと思います。 
閉会点鐘                      山下 憲男会長 



会員卓話 傅 健興会員 

第 1239回 2021年 3 月 10日 
オンライン例会 

 
司会進行                 海江田健司会員  

開会点鐘                  山下 憲男会長 

手に手つないで            大須賀 かおり 

会長報告はございません 

 

幹事報告             木宮 雅徳幹事 

本日、3月度理事役員会をオンラインで開催いたしまし

た。浅賀会員より退会届が提出されました。7月からの

例会場候補の進捗状況を報告致しました。候補として

高山会員窓口の来年夏頃竣工の九段会館、見積もりが

あがっているのが青木会員ご紹介の赤坂プリンスクラ

シックハウス、岡田会員ご紹介の KKR、グランドパレス

ホテルから紹介頂いた東京ドームです。今後精査して

いく流れです。今のグランドパレスホテルが好条件で、

食事代の 2700円を支払えば会場費、備品保管料など無

料です。他クラブは 4,000から 5,000円の食事代です。

例会場が変更することによって費用がかさむであろう

と思いますので、場合によっては例会日を少なくした

り、年会費の値上げを検討せざる負えない状況ですが、

値上げは若手には厳しいです。対策として会員増強も 1

つです。奥山会員より、病気のため検査と治療に時間

がかかるので例会をお休みしますと連絡がありました。 

＜地区関係行事＞明日、ZOOMによる地区研修セミナー

が 15時から開催されます。対象者は牛島会員、青木会

員、土居会員、木村会員と私です。宜しくお願いいた

します。 

ロータリークラブ 

お茶の水 RCは 28年前（1993 年）の設立当時は 38名

でスタート致しました。現在のチャーターメンバーは 5

名です。私もチャーターメンバーですが、あまりお茶

の水に貢献できていないので心苦しく思っております。

発足当時は平均年齢が 50代の半ばで積極的に活動して

おりました。残念ながら今は、平均年齢が 10才ぐらい

上がりました。 

最近入会された方には、ロータリーらしさが理解さ

れていないのではないかと思います。もともとロータ

リークラブは地域貢献などしております。基本的には

その状況、時代にあった活動をしていけば良いと思い

ますが、若い方が活動しづらい状況のようにも見えま

す。  

クラブが発展していくためには、私たちのような 70

才を超えた会員が中心になるよりも、ロータリーに馴

染んでいない新しい方によって変化していくことが大

事だと思います。年を経ると、どうしても昔の良かっ

た頃を理想とする傾向があります。自分たちにとって

は良かったことでも、時代とともに価値や役割が変わ

ります。そこで今、幸いに創立 30年を迎える節目であ

り、大変化を起こす時ではないかと思います。われわ

れのようなチャーターメンバーが活躍していた頃とは 

 

時代が違いますので、今の時代に沿った新しいロータ

リークラブ像を新しい方たちが作った方が良いし、今

がチャンスだと思います、というには、今の会長・幹

事は伝統を意識した経験がないです。ある意味それが

強みになります。しがらみをもった人では改革が難し

いと思います。   

活動することに力を入れて、形に拘らず、若い人が

気軽に参加できる会になれば良いと思います。お茶の

水の伝統や先輩の意向を意識せず、理想をもって新し

いロータリーを考えてほしいと思います。伝統が良い

ものとは限りません。前例に拘らずに考えて下さい。 

チャーターメンバーの皆さんとも話をするのですが、

我々がいて窮屈に感じるようではいけない、これが皆

さんの意向です。 

これからを担う若い人には、今の時代に沿った活動、

思い切った改革を期待します。 

 

プロフィール 

ロータリークラブには 40代で入会しました。職業は神

田神保町交差点近くで、新世界菜館という中華料理レ

ストランを中心に事業を展開しております。新世界菜

館は来年で 75周年を迎えます。紹興酒と上海ガニで皆

様に知って頂いているお店です。また、健興通商とい

う商社を営んでおり、特殊な食材、紹興酒、ワインな

どの輸入販売、輸入雑貨など多岐にわたり営業してお

ります。お茶の水 RCのネットワークも利用し、スムー

ズなビジネスをしております。ロータリークラブを商

売に利用してはいけないという方もいらっしゃいます

が、私はロータリーの仲間との信頼関係があればビジ

ネスに生かすべきだと思っております。 

地域活動にお手伝いをしておりますが、私は今年７3

才になりますので、レストランは弟と次男に譲り、今

は商社を中心に活動しております。 

これからは自由に生きていきたいと思いますが、皆

さんの邪魔にならないようにしたいと思っております。 

私のライフサイクルは「中華街 神保町」の歴史に

ついての研究をしております。一時は学校を始めいろ

いろな機関で講演をしておりました。今も趣味として

行っております。 

仕事柄海外に行くことが多かったのですが、新型コ

ロナウイルスにより昨年は一度も海外に行くことがな

く、寂しい想いをしております。収束しましたら、海

外に出て知見を広めたいと思います。 

 
 
 
閉会点鐘                      山下 憲男会長 
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会長報告                山下 憲男会長 

2580 地区では、「卓話者リスト」を次年度も継続利
用いたします。他クラブで卓話をされる方は登録しま
すので事務局までご連絡下さい。 
東京クラブより、100年の歴史を纏めた映像「奉仕の

道 100 年」をホームページに掲載しましたとお知らせ
がありました。本日皆様にメールにてご案内いたしま
した。 
地区大会の登録につきましては感染症対策の為、登

録人数の制限をさせていただきました。より多くの会
員の方々にご参加いただけるよう WEB(YouTube)による
配信を致します。配信方法につきましては事務局より
メールにてお知らせしております。 
緊急事態宣言発動中はリアル例会を中止すると理事

役員会で決定いたしました。21 日に解除されましたら
感染予防対策を万全にして、例会を再開したいと思い
ますので、皆様のご協力をお願い致します。 
 
幹事報告             木宮 雅徳幹事 
例会場の進捗状況です。神田 RCは帝国ホテルに決定

しましたので、エドモントと交渉を始めました。見積
もりは今週中に頂けます。エドモントは水曜日に本郷
RC が入っていますが、それ以外の曜日は大丈夫だと口
頭で聞いておりますが、見積書に記述して頂けるよう
伝えております。現時点の候補会場は、エドモント、
東京ドーム、赤坂プリンスクラシックハウス、KKRと見
積もりまでは至っていませんが九段会館です。そろそ
ろ絞り込みたいと思います。来週の例会は緊急事態宣
言が解除されリアル例会になると思いますので、その
時までには、皆さんが一番気になる会費が上がるかど
うかだと思いますので、それが分かる資料と見積もり
と精査するための資料を須永さんにも協力して頂いて
作成します。今週中か週明けになりますが例会場のア
ンケートをお送りしますのでお答えいただけますよう
お願いします。今月中に決まればと思っています。 
事務局から連絡が入っていると思いますが、5/18（火）

神田 RC との KOG会（ゴルフ）です。岩佐会員に予約し
て頂いた総成ゴルフクラブで行います。5 組で予約し、
神田 RC にも連絡しておりますので、心づもりの程宜し
くお願い致します。 
会費の納入がまだの方は宜しくお願いいたします。 

＜地区関係行事＞明日 18日、中央分区千代田グループ
会長・幹事会が ZOOMで開催されます。山下会長と私が
参加致します。 
 

 
大原会員：皆さんとお会いできないのがとても寂しい
ですが、一部の方とゴルフに行ったり、釣りに行った
りしています。仕事は会合がない限り外出することが
ないので、ほぼ会社におります。あとは自宅でテレビ
を観ているか寝ています。お誘い頂ければどこでも遊
びに食事にゴルフに行きますのでお誘いください。 
俣野会員：元気でやっております。私は水曜日、グラ
ンドパレスのラウンジで食事をしながらオンラインで
参加しています。ホテルは Wi-Fi がつながるのでいい
と思いますので皆さんも事情が許せるようでしたら、
ここでお金を使ってもらえればいいんじゃないかなと

思います。近況は、会社が業務提携します。家族はお
陰様で元気でおります。先日は家族 16人で箱根に行っ
てきました。感染対策に気を付けて食事は部屋でとり
ました。なんとか経済を回していかないとと思ってお
ります。 
永井会員：いろんな人から運動を勧められていますが、
できるのは散歩ぐらいです。体重を減らさなければい
けないのですが、１キロ減らすために消費するカロリ
ーは 7000 kcal で、30 日かけて消費すると考えると 1
日分は 230 kcalです。これは歩くと 6000歩で、西荻の
自宅から吉祥寺の往復を歩くとちょうどそのぐらいで
す。2日に 1回ぐらい歩いていますが、230 kcalは 500CC
の缶ビール１缶で、歩いても缶ビールを飲んでは何に
もなりませんが、飲んでしまうので体重の変化はあり
ません。一昨年の帯状疱疹では皆さんにご迷惑をおか
けしましたが奇跡的な回復をしております。まだ痛く
なる時がありますが、元気でやっております。ただ非
常に残念なのは、コロナのため外で飲んでいません。
周りの人にも止められていますが、早く飲めるように
なってほしいなぁと思っております。皆さんと一緒に
飲めることを楽しみにしております。 
相倉会員：仕事は 3 月が決算月になりますので、来期
の予算作成、組織変更、従業員の評価面談で毎日社員
と話しています。プライベートは適度な運動はしてお
りますが、４月に健康診断がありますので、今さらで
すが食生活の見直しをはかっており、良い数値になる
ように日々努力しています。早く皆さんとリアルでお
会いできることを楽しみにしております。  
神保会員：ZOOM 例会もいいですが早くリアル例会にな
ってほしいと願っております。最近気づいたことをお
話しします。私は募金をほとんどしたことがなく、小
中学校で赤い羽根募金はやっておりましたが、街頭募
金は興味がありませんでした。しかし、例会で募金箱
が回ってきた時は皆さんに習って入れるようになり、
募金があることを改めて気づきました。最近、「世界
は贈与でできている」という慶應義塾大学卒業の若い
哲学者の本を読んでいます。内容は贈与が偽善になる
のか、偽善ではなく心からのやるものと何が違うのか
というと、偽善は将来の利益のためにやるもので、お
世話になった人などに心からやるものが贈与というこ
とが書いてあり、なるほどと思いました。自分は寄付
ができるような稼ぎを得るようになりましたが、親か
らもらったものは、素直に誰かに渡したいと思うよう
になったことに気づきました。最近は携帯から簡単に
募金ができるので継続したいと思います。 
木村会員：今年 4月 21日（水）に京都の浄土宗大本山
清浄華院にて法然上人の御忌大会（ぎょきだいえ）の
唱讃導師を仰せつかり、法要を執り行うことになりま
した。新型コロナウイルスの関係で令和 2年の御忌は
延期となりましたが、昨年の 12月に改めて御忌の唱讃
導師のお話を頂き、一旦は大怪我の関係でお断り致し
ました。しかし、この世に戻ってきたという感謝の意
を込め 1月 7日(木)の御忌定式（ぎょきさだめしき）
にて辞令を頂戴して参りました。辞令を待っている時
の写真ですが、私の他に辞令を渡す吉川文雄執事長が
福井県の敦賀ＲＣ（パスト会長）であり、辞令をもら
う奥寺浩司上人が長野県の丸子ＲＣ（現幹事）でなん
と 3人全員がロータリアンだと判明しました。丸子Ｒ
Ｃの会員の方は 4月 22日(木)の奥寺上人の法要を研修
旅行として京都に来るとのことです。新型コロナウイ
ルスに対する考え方が東京と長野では大夫異なると改
めて感じた次第です。私自身、明日 18日（木）は京都
の清浄華院にて習礼（しゅらい；練習）、20日（土）
に愛知の蒲郡市の自坊にて春彼岸会の法要を行って帰
京します。例会にて皆さまに御忌についてのお話がで
きたらとも思っております。 
閉会点鐘               山下 憲男 


