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卓話　「ポリオ国際奉仕活動「インド訪問」報告
　　　　　　　　　　　（国際奉仕委員会報告）」
	 　黒岩　友美	SAA委員長

会長報告（椎野登貴子会長）
・�すでに何回か皆様にお知らせしましたとおり、6月
24日（月）の最終例会は小山明子さんをお迎えして
200名収容の光の間（中2階）で開かれます。是非�
一人でも多くの出席者をお誘い合わせの上、大勢の
出席をお願い致します。

幹事報告（石原忠始幹事）
・�本日の配布物はロータリーの友、週報、ニューモラル、
バギオだよりです。

・�理事会では、
新入会員が2名（うち転籍1名）承認，
最終ファイヤーサイドミーティングが6月7日（金）から�
6月13日（木）へ変更，
台北牡丹RCとの友好クラブ締結について、2年間
の予定で前向きに協議続行，
休会中の会員が例会に出席する場合、負担金とし
て3,000円をお支払いいただく，
次年度画廊巡りの日程は、7月2日（火）と11月5日（火）
に確定，
となりました。

次期幹事変更報告（福元智子会長エレクト）
・�来期幹事予定の椎野登貴子会長の健康問題のため、
来期幹事は清宮普美代来期会長エレクトにお引受
けいただくこととなりましたので報告致します。

・�又、来期の育成園キャンプ期日が8月10日（土）11
日（日）、YMCA御殿場で行われることになりました
ので、ふるってご参加下さい。

5月のハッピーバースデイ

椎野登貴子会長（2日生れ）
上野由美会員（14日生れ）
辻喜代子会員（28日生れ）
早川和志会員（10日生れ）

奉仕活動報告（井関和美奉仕プロジェクト委員長）
・�育成園のアニメ上映会が5月19日（日）に予定され
ていますが、現在ローターアクト、当クラブ会員等
総勢30名以上に協力いただけることとなりました。
奉仕委員長として皆様にお礼申し上げます。

ロータリーデー誌上報告（辻喜代子会員）
・�ロータリーデーにサントリーホールの「ブルーローズ」
ホールでは青少年によるスピーチ大会が開かれ、イ
ンターアクト・ローターアクト・青少年交換留学生・
米山奨学生などから活動の楽しさや障害を乗り越え
て留学を続けられたとの報告など盛り沢山のスピー
チがありました。
　締めくくりには、パラアスリート�マクドナルド山本
恵理子さんの講演「パラスポーツの魅力～一歩を踏
み出す勇気」が行われ、生まれつきの障害者であり
ながら女性パラスポーツに打ち込むようになった経過
を感動的に語って下さいました。

コモンズ投信株式会社	会長
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社
	　　　　　代表取締役　渋澤　健	様

【プロフィール】
　1961年3月18日生れ、1969年父の転勤で渡米。
　1983年テキサス大学　BS�Chemical�Engineering卒業。
1984年（財）日本国際交流センター入社。1987年UCLA大学
MBA経営大学院卒業。1987年ファースト・ボストン証券会社
（NY）入社、外国債券を担当。1988年JPモルガン銀行（東京）
を経て、1992年JPモルガン証券会社（東京）入社、国債を担
当。1994年ゴールドマン・サックス証券会社（東京）入社、国
内株式・デリバティブを担当。1996年ムーア・キャピタル・マ
ネジメント（NY）入社、アジア時間帯トレーディングを担当、
1997年東京駐在員事務所設立。2001年シブサワ・アンド・カ
ンパニー株式会社を創業し代表取締役に就任、2007年コモン
ズ株式会社を創業し、代表取締役に就任（2008年コモンズ投
信へ改名し、会長に就任）。

・�ロータリークラブの会合と聞いていましたが、華やかでエネル
ギーが高く、私が元気をいただきました。

・�新元号発表に合わせて、新1万円札の顔として採用された渋

と協力して、モンゴル内の孤児院に文房具等を贈るプロ
ジェクトを行いました。

・�2017年5月に、34名で米山学友会を創立しました。学友
会として太平洋戦争中にモンゴルに抑留中に亡くなった日
本人の慰霊祭を行ったり、日本の「家庭の医学」をモンゴ
ル語に訳してモンゴル国内で配布するなどの活動をやって
います。
・�2019年7月に米山大会の第2回目がモンゴルのウランバー
トルで開かれますが、すでに369名（ロータリアン194名、
家族80名、留学生85名、職員10名）に登録いただいて、
受付を締め切っています。
　でも私が責任者の一人となっていますのでご希望があ
れば、フライトチケット（往復8万円位）、ホテルなどの予
約をまだ特別にお取りいたしますので、是非ご連絡下さい。

・�日本からモンゴルまでは約3000キロですが、モンゴル航
空で約5時間で到着します。7月は涼しく湿気も少ないので、
気持ちよく過ごせます。
　森林地帯や山脈や砂漠もあり、草原で遊牧民のゲル体
験もできます。モンゴルは国土の8割が草原で、家畜の数
が人口300万人の20倍です。

・�主食は肉ですが、日本でいう「ジンギスカン」料理はあり
ません。ジンギスカンはモンゴル人にとって英雄で空港名
になったり、生誕日が祝日になったりしています。モンゴル
ではヨーグルト・チーズなどの乳製品が好まれ、羊の肉中
心の食生活です。特においしいのは子羊の頭です。
・�ウランバートルには全人口の半分ほど140万人が住んでい
ますが、南北4キロ、東西20キロの近代都市です。是非
一度遊びにいらして下さい。
� （要約文責　宮下）

渋沢栄一の「論語と算盤」で
未来を拓く

卓
話

・�私の高校時代は、手作り太陽パネルをモンゴルの奥地の
各地に贈呈するプロジェクトに2年間携わり、ロータリーや
JICAの支援協力を得て活動していました。
　日本語スピーチコンテストにも出場し、2年生の時初参
加し、優勝しました。3年生の時は「両国の掛け橋に」と
いう演題でグランプリを取り、日本の新聞でも報道してい
ただくことができました。

・��私が山形に初めて留学した時は、ホームステイ先のおばさ
んが迎えに来てくれて、「疲れたべー、んだの？」などと話
しかけられましたが、日本語を当時で11年も勉強してきた
筈なのにちっとも理解ができず、そのとき日本語に方言と
いうものがあることを初めて知りました。
　2年生の時は米沢市で授業があり、雪というものを初め
て見ました（2mも積もりました）。当時NHKの大河ドラマ
「天地人」（上杉景勝に仕えた家老直江兼続が主人公）が
人気で米沢は大変賑やかでした。

・�大学3年生で米山奨学生に初めて選ばれることができま�
した。
　米山奨学金は基本は2年間で、学部生には月10万円、
大学院生には月14万円が支給され、金額も高く、返済の
義務もなく、留学生にとても人気がありました。
　基本的に大学の推薦によるので、成績もよい必要があ
り、又ロータリーの地区の推薦を得るために面接を受ける
必要もあり、私はいろいろと突破して優秀な奨学生になる
ことができました。スポンサークラブは米沢RCでした。
米山奨学生になったことで、人との「出会い」、「奉仕活動」、
「考え方の変化」を得ることができました。奨学生にはカ
ウンセラー制度があり、日本での父・母となってくれる方で、
私のカウンセラーは味噌商店の方で、月1回の例会や夜の
例会などもいつも付き添って下さり、私は支えられて日本
の留学に自信を持てるようになりました。

・�「出会い」に関しては、一期一会を大切にして、名刺交換
をした人の数だけでも200人に上り、日本とロータリーが
大好きになりました。

・�2013年大学を卒業後には、在モンゴル日本大使館に就職
し、広報部に所属し、日本文化紹介のイベント・着物ファッ
ションショーなど多彩な活動を企画実行しました。
　安倍総理が2013年にモンゴルを訪問されたときは、私
が通訳を務めました。日本大使館で働いた4年間に安倍
総理が3回訪問されましたが、いつも私が通訳として参加
しています。私が退職した後は訪問はなされていないそう
です。

・�モンゴルにもロータリークラブがいくつかありましたが、今
は14あります（2017年12月）。
　私もウランバートルに戻った時、ローターアクトクラブに
入会しました。4年後に会長になりましたが、入会当時15
名だった会員を4年後の年度内に105名にまで増やすこと
ができました。

・�私達のローターアクトクラブは、モンゴル国内の学生に授
業料を援助する奨学金制度を創設し、最初は年2名でし
たが、その後増やして現在は年47名を支援しています。
　その資金は、私達が継続的にイベントを企画し、その
入場料収入を充てています。
　海外ロータリークラブとの交流も盛んで、米沢中央RC

全員で撮影▶︎

にこにこ合計8,000円 /今期累計514,678円

椎野登貴子会長� 本日台北牡丹クラブの村越様がお見
えです。先日はおいしいバースデイ
ケーキをありがとうございました。又、
昨日のアニメ上映会お疲れ様でした。

福元智子会 長
エレクト� アニメ上映会、いつにもまして素晴

らしく盛り上がりました！参加のみ
なさん、そして井関委員長ありがと
うございました。

石川和子会員� 昨日のアニメ上映会おつかれ様でし
た。多数の会員のご協力のおかげ
で盛大な催しになりました。みな様
本当におつかれ様でした。

辻喜代子会員��京都丹後の真名井原神社1300年祭
に参加してまいりました。当クラブ三
木さんに会場でバッタリ。おぼろ月夜
の能楽も素晴らしかったです。又、
先日は美味しいバースデイケーキあり
がとうございました。

例会報告  第739回　2019年5月13日（月）
出席者34名+メーキャップ1名
（正会員56名-休会6名）

出席率 70.00%

本日の例会  第741回　2019年5月27日（月）
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よねやま親善大使
エンフボルド，	ボロルトヤ	様

（時枝紀子会員紹介）
　エンフボルドさんは2018年度のよねやま
親善大使ですが、ご縁があって昨年度の
地区主催ライラセミナーに当クラブがスポ
ンサークラブとなって出席修了いただいている素敵な元米山
奨学生でもあり、日本語も堪能で、来期はアメリカ留学も予
定されているそうです。是非お話を拝聴下さい。

【プロフィール】
　モンゴル・ウランバートル出身。
　米山学友ジャンチブ・ガルバドラッハ氏が創立した新モン
ゴル高校の第5期生。卒業後、山形大学に留学し、応用生
命システム工学を学ぶ。学部3・4年の2年間、米山奨学生
となる。山形大学卒業後、モンゴルに帰国し、モンゴル国
立大学研究・イノベーション課を経て、在モンゴル日本国大
使館広報文化班就職。国費留学試験・日本留学フェアの開催・
日本文化紹介イベントの実施など幅広い業務を担当。
　2014年モンゴル米山学友会創立理事。RI3450地区ツェ
ツェーグンローターアクトクラブ（RAC）に入会、2016-2017
年度会長を務め、その年度にRI会長賞受賞。2017年に再
来日。第2620地区（山梨県・静岡県）米山学友会入会。
2018年から現在まで、東京都内のAI関連企業に勤務。東
京早稲田RAC入会。第15期RYLAプログラム修了（2018-
2019年度、第2750地区東京中央新RC推薦）。2018年7月
より、第3代よねやま親善大使として委嘱を受け、活動中。

・�私は昨年10月の地区のライラ研修に東京中央新RCをス
ポンサークラブとして出席させていただきました。大変あ
りがとうございます。
　私は来月にはモンゴルに帰国し、夏休みを過ごした後
に秋からアメリカのテキサス州立大学へ留学予定です。本
日は卓話のお時間をいただきありがとうございます。

・�私は山形大学に留学中の3年生時の2010年4月から2年
間米山記念奨学生としてご支援いただき、その機会にロー
タリークラブを知りました。
　高校は、モンゴルに初めて創立された日本式の3年制を
導入した新モンゴル高校で学びました。創立者で理事長
の元米山奨学生ジャンチブ・ガルバドラッハ氏がそれまで
のモンゴルにあった2年制の高校に代えて3年制の日本式
教育をする学校として2000年に創立した高校です。学ぶ
内容だけでなく、女子のセーラー服、校舎内での上履き
使用、部活（柔道、空手、剣道、書道など）なども取り
入れていました。
　すでに19年を経て、新モンゴル高校は、小学校・中学校・
高等専門学校も備えるようになり、今は日本に500人の留
学生を送り出しています。
　昨年日本式教育を導入する新モンゴル日馬富士学園が
設立され、元横綱日馬富士関が理事長として日本式小中
高一貫教育を導入しています。

会長報告（椎野登貴子会長）
　5月19日（日）の育成園アニメ上映会は、主催者
側ロータリアンや地元の子どもたちなど総勢140人程
の参加で盛大に行われました。井関会員と清宮会員
の司会と若いローターアクトの協力で、新しい息吹が
感じられるとても楽しい会になりました。石川会員の
日本アニメーションのご協力に感謝すると共に、来
年も続けていってほしいという強い感想をお伝えいた
します。

幹事報告（石原忠始幹事）	
・�配布物はありません。
・�6月の3日（月）は休会となっていますので、6月10
日（月）が最初の例会で、理事会も開かれますので
おまちがいのないようにお願い致します。
・�5月27日（月）に予定していたクラブ協議会は、6月17
日（月）例会後に変更されましたのでご確認下さい。

米山功労者表彰（清宮普美代米山記念奨学委員長）
　清宮米山記念奨学委員長に米山公益財団から第
1回米山功労者表彰の感謝状が授与され、椎野会
長から本日交付されました。

米山記念奨学委員長報告（清宮普美代同委員長）
　現在米山奨学会の寄付は会員一人年12,000円と
なっておりますが、財団からの目標額は会員一人年2
万円とのアピールを受けており、当クラブの会員数に
照らすと今期末まで目標額にあと25万円の寄付が不
足しています。米山奨学事業は日本にしかない海外
からの留学生に対する支援を内容とするものですか
ら日本をよく知ってもらい国際交流を深めるためにど
うぞ皆様寄付目標達成にご協力下さい。

ぐはぐで答も安定しませんが時々当たっており、飛躍するこ
とができるのです。
　又、人間とチンパンジーの違いは、チンパンジーは遠い行っ
たこともないところや遠い未来のことは考えないけれど、人
間は最近の「ブラックホール撮影」報道で示されたように遠
い行ったこともないところに何かあるのかと考える点が違うの
です。

・�2024年新1万円札となった渋沢栄一が社会をどう見るか？�
「わしは暗いところは嫌いじゃ」と言って社会のタンス預金43
兆円を明るいところへ集めて次の時代を共に拓く資金とする
ことをきっと求めると思います。

� （要約文責　宮下）

沢栄一は私にとって祖父の祖父にあたります。渋沢栄一は経
済人として初めて採用されましたが、同時に5000円札に教
育者の津田梅子、1000円札にライフサイエンスの北里柴三郎
が採用されたことは、新しい時代へのメッセージとしてサステ
ナビリティ（継続性）を提示しているものといえ、おしゃれな
素晴らしい発表だったと思います。又、このサステナビリティ
の点に未来へのヒントがあると思われます。

・�東京都中央区日本橋兜町4-3（東京証券取引所から100歩）
には「銀行発祥の地」とのプレートが埋め込んであります。
今から146年前の1873年（明治6年）に、明治政府の殖産
興業政策に遂行協力するため、この場所に渋沢栄一により「第
一国立銀行」が設立されたのです。アメリカのナショナルバ
ンク（中央銀行制）を日本にも導入したものです。
　そのころの日本にはまだ「銀行」というものが無かったので、
兜町の通行人に「銀行とは何ですか？」と聞いても誰もその
内容を答えられなかった筈です。

・�第一国立銀行株主募集布告には、「銀行は大きな河のような
ものだ。銀行に集まってこない金は、溝に溜まっている水や
ポタポタ垂れている滴と変わりない。〈中略〉折角人を利し国
を富ませる能力があっても、その効果はあらわれない。」とあ
ります。小さく散っている資源やお金が集まってこそ、産業発
展を支えることができる力が生まれることを示しています。そ
の力の集まりには「共感」が必要になります。
　又、富が偏在して凸凹となっている社会では相互援助する
「共助」により平らにすることが必要です。共感と共助でお互
いに補い合う足し算ができるようになるのです。

・�次のステップは、掛け算による「共創」としてよりよい明日を
創造することです。
　渋沢栄一は「資本主義」という言葉を使わず、「合本主義」
を使っていました。小さく散っているお金を銀行が社会から
集めて大きな力として会社を起こすのに協力したり社会経済
を創り上げるという考え方です。

・�渋沢栄一が合本主義に基づき創立・設立に関与した会社は、
1872年王子製紙，1879年岩崎家と組んで東京海上保険，
1885年日本郵船，1885年東京瓦斯，1887年札幌ビール，
1890年帝国ホテル，1877年東京証券取引所，1877年東京
商工会議所など500社に上ります。
　同じく設立に関与した非営利法人は、1895年一橋大学，
1888年東京女学館，1896年日本女子大学，1889年慈恵病院，
1877年日本赤十字社，1872年東京市養育院，1902年聖路
加国際病院など600法人に上ると言われています。
　民間外交の嚆矢ともいわれ、アメリカへ4回訪問していま
すが、いつも大統領と面談しており高く評価されていました。
インドを重視し、1903年日印協会創立に尽力しました。

・�渋沢栄一のライフワーク・ライフテーマは民間が働いて価値
を創り出し、それがより集って国力を高め、国を富ませること
になるという合本主義に基づくものです。
　1916年（大正5年）に「論語と算盤」を著し、道徳経済
合一説を打ち出しました。
　「富をなす根源は何かと言えば、仁義道徳。正しい道理の
富でなければ、その富は完全に永続することができぬ。」と
して、道徳と離れた欺瞞、不道徳、権謀術数的な商才は、
真の商才ではないと言い、また、「事柄に対し如何にせば道
理にかなうかをまず考え、しかしてその道理にかなったやり
方をすれば国家社会の利益となるかを考え、さらにかくすれ
ば自己のためにもなるかと考える。そう考えてみたとき、もし
それが自己のためにはならぬが、道理にもかない、国家社会
をも利益するということなら、余は断然自己を捨てて、道理
のあるところに従うつもりである。」として経済哲学のエッセ
ンスを語りました。
　私はこれはサステナビリティ＝持続可能性にインクルージョ
ン（inclusion）包摂性を加え、皆が努力によってよい明日を
目指せることで豊かになる道を示したものと考えています。
　0か1かにより効率のみを重視しては自身の幸福が継続さ
れない結果を招くことになるので、一見矛盾しているようです
が、論語と算盤を並立させ、試行錯誤を続けることで新しい
クリエーションが産み出せるかもしれないのです。
　AIは厖大なデータを与えて判断させるものですが、データ
のない見えない未来は判断できません。しかし人間は一見ち

◀ゲストを迎えて

全員で記念撮影▼

にこにこ合計37,000円 /今期累計506,678円

岡 本 利 彦 様� バレエ「ダーナの泉」でお世話になりまし
たのでニコニコします。

椎野登貴子会長� 今日は渋沢栄一様の子孫である渋沢
健様に卓話をお願いしております。今
話題の方なので楽しみにしております。

石原忠始幹事� 椎間板ヘルニアの手術が無事に成功
したのでニコニコします。

石川和子会員� 昨日のロータリーデー�盛況のうちに無事
に終了いたしました。初めての試みでし
たが、まさにロータリアンの“つながろう”
のがんばりですばらしいイベントでした。
ロータリーを知っていただく良い機会とな
りました。メンバーの皆様の御参加あり
がとうございました。

伊藤知佳子会員� 令和元年、初のロータリーデーに参加し
てまいりました。ニコニコします♡

上中一美会員� 土曜日、つりの会に参加させて頂きまし
た。天候にも恵まれたうえ、大漁でとて
も楽しかったです。有難うございました。

海渡千佳会員� 入会後初めてのニコニコをします。過ご
し易い季節に感謝しつつ。

小林真由美会員� ご無沙汰しております。新緑のとても良
い季節になりましたね。

白坂亜紀会員� 次女が希望の大学に入りました。
曽根章乃会員� 1400年の歴史ある盆景（ボンケイ）の展

覧会をきたる5月17日～19日、日比谷公
園陳列室で行います。私も出展いたし
ます。お時間がありましたら、ぜひ見に
きて下さい。

田中結加会員� 今日は久しぶりの参加ですのでニコニコ
します。

辻喜代子会員� 五月晴れのなかロータリーデー2750とて
も意義のある楽しい催しでした。

時枝紀子会員� 昨日はロータリーデーご参加有難うござ
いました。「スピーチ大会」を通して、青
少年奉仕プログラム・米山・R財団・パ
ラスポーツ、広くご理解いただけて、良
かったです。

並木咲樹会員� 新緑の季節となりましたのでニコニコし�
ます。

野呂洋子会員� ロータリーデーに参加してきました。マク
ドナルド山本さんのお話最高でした。パ
ラリンピアンの競技を皆さんで見に行きま
しょう！！

丸山冨美江会員� ロータリーデーのピンクのポロシャツを着
てきました。男性にも女性にも合ういい
色ですね。

（東京中央RC）
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