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卓話　「ホームレスから上場企業の社長へ」
	 　（株）オウケイウィヴ	会長
	 　兼元　謙任	様

会長報告（椎野登貴子会長）
　グアム地区大会にて姉妹クラブの話が持ち上がって
いる台北RCの会長以下4名の会員が来週の例会に
メーキャップを予定されています。会員の皆様も大勢で
おもてなし下さい。

幹事報告（石原忠始幹事）
・�本日の配布物は週報です。
・�来週は理事会がありますが、会場が2階「蘭の間」

に変更されましたのでご注意下さい。

3月のハッピーバースデイ（高橋辰三会員）
（ご本人の弁）�
　桜の開花宣言の出た3月25
日で35歳になりました。いつも
自分で誕生会を主宰しておりも
う6年になりますが、今年も35
人程集まっていただき、今日は二日酔いですが、こ
れからも仕事も奉仕も頑張って生きていきたいと思っ
ています。本日はありがとうございました。

奉仕の集いのお誘い（時枝紀子会員）
　3月28日（木）に地区主宰の「奉仕の集い」が開か
れます。地区の各クラブから、ユニークな奉仕活動に
ついて報告があります。赤坂区民センターでの受付は
12時30分開始です。現在のところ、当クラブから、
椎野会長・石原幹事・福元会長エレクト・時枝会員・
石川会員・大盛会員・伊藤会員・曽根会員・辻会員・
井関会員の合計10名が参加登録されています。追加
参加も歓迎ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

地区予選ゴルフ大会報告	
（福元智子ゴルフ同好会幹事寄稿）

　2750地区銀座・日本橋グループの地区大会予選会
が3月26日（火）大利根CCで開かれました。歴史あ

る名門コースでグリーンの速さはスティンプメーター11
と女子プロゴルフの大会並みに仕上げられた難コース
でのラウンドは、伸びた松の木の枝にボールの行方を
妨げられ、グリーン上では完全ホールアウトの厳格適
用が数メートルから3パットのリスクでスコアを崩し、
参加選手の心も千々に乱れる中、当クラブ5人の選手

（福元、宇野、高橋、時枝、宮下。白水選手都合によ
り欠席）は健闘し、見事9位に入りました（最下位は
10位）。

評論家、	
学校法人跡見学園理事、評議員

日下部　禧代子	様
【経歴・役職等】
　ロンドン大学大学院政治経済学部で社
会政策・福祉行政学（Social�Administration）を専攻。�
　日本女子大学、淑徳短期大学などの教員を勤めると同時
に評論家・TVコメンテーターとして活躍。
　1989年（平成元年）社会民主党から参議院議員に当選。
1995年（平成7年）に同党比例1位で再選。橋本内閣で文
部政務次官（副大臣）。
　国連社会開発サミット、OECD教育大臣会議、日本・EU
議会など数多くの国際会議に政府代表・国会議員代表として
出席。イギリスのブレア元首相、ドイツのヴァイツゼッカー元
大統領、アマルティア・セン教授（ノーベル経済学賞受賞）
など海外の政治家・学者との幅広い交友関係を持つほか、「イ
ギリスにおける日本年」、「ドイツにおける日本年」などに、
皇太子殿下、秋篠宮殿下とご一緒に国会議員代表として参加。
　2001年（平成13年）、2期12年の任期を終了し、参議院
議員を引退。跡見学園女子大学マネジメント学部教授に就任。
・ご紹介の弁（村松南会員）

日下部様は私が今一番尊敬いたしております大先輩です。
現在跡見学園の理事・評議員のほか、教育的活動にとど
まらず国会など本当に幅広く活動されてこられ、本日の卓
話の内容もとても素晴らしいものと大変楽しみにしており
ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・�こんにちは。ご紹介いただいた日下部禧代子です。経歴

等はレジュメでお配りしたとおり、大学教授や国会議員2
期12年間などの活動をしてきました。私の講演はいつも短
くても2時間くらいですが、本日は30分ととても短くて驚
いています。

親睦旅行報告
　4月7日（日）8日（月）にかけて2019年度親睦バ
ス旅行が楽しく挙行されました。

理として研師の育成に努めました。
　昭和61年から英国に移住して、日本刀研師として
業務を行い、平成4年に帰国するまで欧州の各国で
日本刀の調査や展示会での研磨実演などを行って日
本刀の知識と文化の普及に努めてきました。
・�日本刀は時代劇に出てくるものはどれも同じに見えま

すが、平安時代から約1000年の歴史があり、時代
による変遷・地方色が色濃く、データ収集や統計に
は便利です。

・�本阿弥光悦（ほんあみこうえつ）は、12代続いた日
本刀研師の本家から分家した人ですが、日本のダ・
ヴィンチのようなマルチアーティストで、書家・陶芸・
漆芸・出版・茶の湯で高名ですが、日本刀の刀身以
外の技術工芸でも国宝級の刀を3つも4つも作って
います。
　光悦は日本刀についても歴史的に積み重なった結
果を分析し、極めて論理的・体系的に完成させた人
です。
　光悦の作品と言われるものはテレビの「何でも鑑
定団」にも時々登場しています。
・�日本刀の変遷は平安時代まで遡ります。それ以前の

刀は中国からの輸入品のコピーでしたが、平安中期
に武士の成立と同時期に国産の刀が完成しました。
特色として身幅（みはば）が狭く、切っ先は詰って
小切先で、反りが高く、形は優美です。このころの
刀はほとんど博物館に収められており、国宝に指定
されています。

・�日本刀の鑑賞のポイントは、刃先の形、地肌文様、
刃文（はもん）の3つです。
　地肌文様は、原材料の玉鋼の産地によって地方
色が出て、柾目肌・杢目肌・綾杉肌などがあります。
　刃文は流派によって違いがあり、直刃（すぐは）・
のたれ・逆丁字・互の目（ぐのめ）・丁字・濤蘭刃（と
うらんば）などがあります。
　又、刀の柄部分には製作者の銘を打刻してあるの
で、我々の若い頃は勉強のため刀の銘を隠して内容
を当てるゲームをして覚えたものです。
・�竜馬の刀�

去年たまたま「吉行」の刀を研ぐ依頼があり、それ
は20年前に研いだ「吉行」そのものでした。刃先が
きれいで手元に銘もあり、刃文は火事の火に焼けて
無くなっていたのですが、一般人には見えませんが
うっすらと元の刃文が見えるので、私が研いで新し
く刃文を出したものであることが分りました。
　又、反りが浅いのは火事で焼けたことで戻ったも
のと考えられ、龍馬が実際に持っていたのは反りが
浅くなっているものです。
　龍馬の刀は初代大和守吉道の弟子の陸奥守吉行、
俗名森下平助の作です。

� （要約文責　宮下）

古沢熙一郎様� 新年号発表の記念すべき日にすばら
しい中央新ロータリークラブの例会
に出席できますので。

椎野登貴子会長� 今日は台北から林会長他4名の台
北牡丹クラブの方々がお見えになり
再会が叶いとても喜ばしいです。

秋葉良子会員� 2月の自宅の火事では、皆様に大変
ご心配をお掛けし、お気遣い頂きま
した。本当に有難うございました。

かづきれいこ会員� 「令和」新年号おめでとうございます！
すてきな年号です。日本が華やぎま
す様に！

小沼百合子会員� 新元号「令和」が発表された目出た
き日に、日本刀のお話を三品先生の
卓話をうかがうことになりとても楽しみ
です。台湾ロータリーの皆様と共に、
龍馬好きの友人10名と共に今日の桜
咲く、新元号決定の日に日本文化を
学べることうれしくおもいます。

辻喜代子会員� 台湾ロータリーの皆様はじめ国内の
ロータリアン、ゲストの皆様、この良
い季節にようこそおこし下さりありがと
うございます。

野呂洋子会員� 香港のカオルーンロータリークラブに
メークアップして参りました。ビーガン
料理、とても美味しかったです。

（日本橋RC）

にこにこ合計24,000円 /今期累計440,678円

例会報告  第735回　2019年3月25日（月）
出席者26名+メーキャップ8名
（正会員56名-休会6名）

出席率 68.00%

高齢社会を生きる
~豊かさのものさし~
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台北牡丹RCご挨拶（初代会長	林汶玲様）
　今回の貴クラブ訪問を大変うれしく思います。当
クラブは2018年5月創立で、26名のチャーターメン
バーは全員女性です。今年度のグアム地区大会で椎
野会長とお会いし、女性会員が8割以上とのことで
したので、当クラブとしても是非交流を深めたいとお
願いしました。5月11日（金）に当クラブ創立1周年
式典を予定していますので、是非ご出席下さい。貴
クラブのますますの発展とご健勝を祈念してご挨拶
とさせていただきます。

ローターアクトご挨拶（東京西RAC	三矢悠貴様）
　私は2750地区東京西RC所属ローターアクトクラ
ブの者です。5月18日（土）に六本木で地区年次大
会があり、私が式典の班長となっています。この大
会に出席頂いて、ローターアクトとはどんなものか
知っていただけたらとてもうれしく思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

地区奉仕の集い報告（時枝紀子会員）
　3月28日（木）に開かれた地区奉仕の集いは、
380名の参加で大盛況となり、当クラブからも9名
が参加し、各クラブの奉仕活動報告を熱心に拝聴
いたしました。とても素晴らしい集会でしたので来
年は皆様も是非参加下さい。

刀剣鍛冶匠
三品　謙次	会員

（小沼百合子会員紹介の弁）�
三品先生とはロンドンの友人の紹介で
お知り合いになり、私が大の龍馬ファン
なので先生がご自宅に保管の龍馬の刀を打った鍛冶の
師匠の名刀を紹介していただく予定でしたが、銃刀法の
規制のため本日は画像による紹介だけになり大変残念
です。本日は「令和」が新年号として発表となり日本中
がうきうきしています。私も敬愛する龍馬の妻になった
気分で今日のお話を拝聴致します。今日は私の龍馬好き
な友人10人がゲストで来られて、とてもうれしく思います。

【卓話】
・�私の仕事は日本刀を造るのではなく、日本刀の研師
です。2つはまったく別の仕事です。
　学生時代から坂本龍馬や土方歳三が好きで、龍
馬の「陸奥守吉行」と歳三の「和泉守兼定」を研ぐ
のが夢でした。大学卒業後、人間国宝永山光幹が
主宰する永山美術刀剣研磨研修所に入所し修業し、
研修所を卒業後は内弟子となり修行を続け、所長代

幹事報告（石原忠始幹事）
・�本日は大勢のお客様においでいただき大変ありがと

うございます。
・�本日はロータリーの友を配布しました。
・�スケジュールについてですが、来週4月8日（月）が移

動例会のため帝国ホテルでの例会はお休みになります
のでご注意下さい。次回は4月15日（月）になります。
・ �今夏の育成園サマ―キャンプが8月10日（土）11日
（日）と決まりました。
・�2020年度に予定の当クラブ20周年記念式典を10月

から11月に予定することとなりました。
・�本日の理事会決議内容については、追って議事録

を配布してお知らせいたします。

3月のハッピーバースデイ
小沼百合子会員（4日生れ）、
佐藤　幸子会員（9日生れ）

入会式（海渡千佳新会員）
　椎野登貴子会長から海渡千
佳新会員に会員証とバッヂが渡
され、紹介者野呂洋子会員か
ら「私の20数年来の友人で、
子どもを産む病院でご一緒して
以来お互い子どもを産んで子育てをしながら仕事を
し続ける中で友人関係を続けてきました。皆様どう
ぞよろしくお願いいたします。」とのお言葉があり、
自己紹介スピーチでは、「子どものときから父が群馬
県前橋市でロータリークラブのチャーターメンバーに
なっていた関係でロータリークラブという言葉は聞い
ていましたが、まさか自分が加入するとは夢にも思っ
ていませんでした。何も分かりませんが、どうぞよろ
しくお願いいたします。」と語られました。

参加のお誘い（地区米山記念奨学委員	東京中央RC
太田嘉正様）

・�4月20日（土）から台湾ロータリークラブの3481地
区大会が台北で開かれます。
・�7月25日（木）から29日（日）までモンゴルで米山

学友世界大会が開かれます。
時間を取れる会員は是非両大会に参加してご一緒に
盛り上げて下さい。ツアーの企画もありますのでご
連絡お待ちしています。

ていますが、年齢の高い人向けのチョイスが少ないのです。
日本で母の日のプレゼントを買いに行くときまって「お母
様はおいくつ位ですか?」と聞かれますが、イギリスでは「お
母様の趣味は?�背の高さは?」といろいろ聞かれます。
　魅力的な女性とは、経験と教養を積んで一定の年齢に
達した女性である必要があり、イギリスではその点「ロー
ルモデル」が沢山あり、「あんなひとになりたい」「あんな
ひとになるために勉強する」とされています。
　ファッションも年を取ってからが意味があるのです。若
いうちはフレッシュでなんでも似合うものです。欧州では、
赤・黄・青など鮮やかな色を年配者が着込んで楽しんで
います。
　メイクでも日本の老人ホームではノーメイクで寝間着のよ
うなウェアが多いので男か女かも分からないのが普通です。

⑤　教育の場で
　セミナーというものは、先生と1対1で、又異なった同
業者や異なる年齢の学生たちが異なった意見を戦わせて
議論を深めていく面白さがあるのに、日本では日本人ばか
りで面白くなく、本当の意味の学問もできていないと思え
ます。人生100年時代の教育では、社会人を経てもう一
度大学へ入り直すことが望まれます。私は国会議員時代、
社会人入学枠を広げるために尽力してきました。日本では
教育を社会福祉制度の一環としてディグニティ（価値観）・
インディペンデント（独立性）・プライド（自尊心）の観点
から組み直さなければならないと思います。人生100年時
代において一人一人が輝いていける社会は我々が努力し
て作っていくしかありません。

� （要約文責　宮下）

・�本日のタイトルは、私の専門の社会福祉行政から人生100
年時代に相応しいものを選びました。
　日本では昔は「人生50年」と言われ、その後「80年」
になり、今は「人生100年時代」と言われています。社会
システムの現状は「50年時代」の考え方に基づくものが
多く、「100年時代」に対応するには大変な無理が生じます。

・�ボーボワールは「40歳のころは、老いは遠くから眺めて徐々
に近づいてくるものだと思っていたが、老いを感じた時私
は50歳になっていた」と述べていますが、老いは生まれ
てすぐエイジングがスタートし、一日一日老いていくもので
す。老いは向き合わなければならない課題で、社会の仕
組み作りが重要です。�
　人生50年時代の固定観念に囚われていては対応でき
ず、大胆な発想の転換が必要です。

①　日本は年齢重視過剰社会
　私はイギリスのスクールオブエコノミックスを卒業してお
り、欧州の生活が長いのですが、日本は昔から年齢に拘
る社会だと感じています。
　日本で2時間の講演が終わって質問を受けると、大抵

「おいくつですか?」などという質問が必ず出るのです。
パリでは新聞記事で年齢が書いてあるのは指名手配の
犯人くらいですが、日本ではとても重要なこととされてい
るようです。
　社会学的な個体としての人間の老齢化状況の個人差
は、35歳時で約8年、75歳で18年、85歳では20年の
差があると言われています。

②　日本は肩書社会
　日本は、会長・局長・部長とか言わないと困る社会となっ
ています。役人なら何年入省かによって相手を「何々君」
などと呼んだら大変な失礼になるのです。これなども「人
生50年時代」の名残にすぎず、「人生100年時代」では
おかしなことです。年齢が高くなると肩書は少なくなって
いきます。個人のその人がどれだけ魅力を持っているかが
重要になり、1人1人が試されていくのが「人生100年時
代」です。
　「人生50年時代」の日本では労働時間が長く、自宅も
遠く、個人の時間がほとんど持てず、交流は仕事上に限ら
れ、夫婦や家族、地域の人たちと交流を結んでいけない
さびしい人生になり、年をとってからやることがない状態
になっていました。

③　ジェンダーギャップリポート
　世界経済フォーラム2019年発表「ジェンダーギャップリ
ポート」で、日本は149ヵ国のうち110位と報告されていま
す。女性の政治参画が遅れているのが主な理由とされて
います。
　分野別では、女性衆議院議員10.1%、女性参議院議
員20.7%、女性地方議会議員10.1%、女性知事6.4%、女
性市長6.3%、女性医師21.1%、女性教授16.7%、女性
教頭・校長17.5%となっています。
　理系女子は日本25%、韓国45%、ポーランド63%です。�
　2018年5月、日本でも男女雇用機会均等法が成立しま
したが罰則がなく、抜け穴が多い内容です。海外では実
効性を与えている例が多いのです。

④　おしゃれとファッション
　日本ではメイクやファッションは若者文化として沢山出

にこにこ合計16,000円 /今期累計416,678円

椎野登貴子会長� 桜の開花宣言とともに一面ピンク色
に染まりはじめました。とてもステキ
な時季となりました。

福元智子会 長
エレクト� 桜の花もほころびましたね!�何もなく

ても春はうきうきしますね。軽井沢マ
ラソンに向けてトレーニングを始めま
した!!

井関和美会員� 先週W成人式に出席して参りまし
た。中央新ロータリークラブをPRし
てきました!

大盛敬子会員��しばらくの間、仕事の都合でお休みし
ておりました。これからは参加致しま
すので宜しくお願い致します。

かづきれいこ会員� 昨日朝、我家の犬の散歩に行った
時、15歳のトイプードルが“若いです
ネ”と云われました。犬でもうれしい
今日この頃桜きれいです!

白坂亜紀会員� 3/18の夜間例会�皆様で穂の花（ほ
のか）へいらして下さってありがとうご
ざいました。

辻喜代子会員� 杉並区の善福寺川、桜が5分咲き
です!

野呂洋子会員� 突然ですがハンブルクの国際大会
に参加することにしました。宜しくお
願いいたします。

例会報告  第736回　2019年4月1日（月）
出席者25名+メーキャップ5名
（正会員57名-休会6名）

出席率 58.82%

日本刀の変遷と基礎知識
~竜馬の刀のお話~
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