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開会説明（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。

ロータリーソング
　「君が代」「それでこそロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそご参加下
さいました。あけましておめでとうご
ざいます。 
　本日はゲストと卓話者はいらっしゃ
いません。

入会式（芝伸子新会員）
　本日はオンラインでの初めての入会式となります。 

（福元智子直前会長の紹介の弁） 
　芝伸子さんは日本検疫協会でお仕事をされており、
私と石川さんで会社を訪問させて頂いたのですが、基
本的には予防接種ということですが、このご時世なの
で菌についてはものすごく詳しくて、会社に入るときはエ
レベータを使ってはいけないとか、靴を履き替えるとか
いろいろな工夫をされていて、とても勉強になりました。
　もともと広島出身で、広島でRC活動をされたことも
あり、７，８年前東京に出てこられて、すごくしっかり
されているようにみえますが、ご本人の申告では心配
性でそそっかしいということです。 
　皆さん仲良くしていただければと思います。 

（自己紹介） 
　この度はクラブ会員の末席に加え
ていただきありがとうございます。広
島ではのんびりした方もそうでない方
もいらして、東京で違う生活をしてい
ると厳しいことも沢山ございましたが、広島でのロータ
リーの生活を又東京で再現できるかと思いますと、温
かい思い出がいろいろ甦ってきてありがたいことだと思
います。私の見た目に騙されないようにして下さい。

とてもそそっかしいところを沢山お見せすることになる
と思いますが、これからもどうぞよろしくお願い致します。

1月のハッピーバースデイ
福元智子会員（4日生れ）、井関和美会員（8日生れ）、
上田美帆会員（19日生れ）、伊藤知佳子会員（21日
生れ）、川口惠会員（24日生れ）、上中一美会員（28
日生れ）、芝伸子会員（26日生れ）、江蘇萍会員（17
日生れ）

（上田美帆会員感謝の弁） 
　誕生日だからと気負っている訳
ではないのですが、娘たちの成長
と共に年齢を重ねて、娘が成人し
てちょっとほっとして、もう1人中
学生もいるのですが、少し楽になって新しいチャレ
ンジもしたいなと思っています。今年もどうぞよろし
くお願い致します。

年頭の挨拶（清宮普美代会長）
・  追って高橋幹事から報告があると

思いますが、感染症で私は今年は
基本的に対面例会はできないと個
人的に思っています。 
　ロータリークラブの活動ということに対して気にし
すぎと言われればそうかもしれませんが、ゼロワン
で何かあったとき取り返しがきかないと思い対面で
はない方向を考えていましたが、とはいいながら対
面がいいという意見もあったので、月2回半 く々らい
で設定しています。対面もいわゆるハイブリッドとい
う形で考えています。他のクラブからすると段違いで
す。2月15日は対面で設定していましたが、理事会
でこの感染状況でどうか、対面で会い飲食をすると
いうことがどうなのかなということでオンラインになり
ました。 

・ それで個人的な感覚では、2020年2021年に何が起
こっているかということなんですね。ロータリークラ
ブでは会えるといいですねと言ってコロナ前に戻るこ
とを考えるかもしれませんが、例えば私は企業のコ
ンサルティングとか研修の仕事をしています。ところ
が私自身も対面での研修は一日中密になって対面す
るのでもうオンラインでしかありえないと思っていま
した。正直言うと、対面での売上は全部なくなって、
売り上げは半減しており、社会では盛り上り盛り下が
りゲームの変更が起こっているんですね。勿論オン
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ラインでも対応するし、私達の仕事は業態が相当違
う形に変容してしまう、だからコロナが終わったとし
ても元には戻らないです。今言ったように実は対面
で会ってコミュニケーション的なものをやっていく
のがいいと私自身ずっと思っていたのですが、この
状況になってバーチャルでやっている方が九州とか
四国のお客さんとかにもチャージも高くせずに研修
を受けてもらえるし、人数を集めなくてもパラパラで
もアサイン（assign）できたので、学生のアサイン

（assign）なんかもできたり、すごく広がりがあって
新しいことができる感じになっています。 

・ 対面もあってもいいとは思いますが、少なくともこの
一年はやってはいけないと思います。どうしても対面
で研修をやってほしいというお客さんがあり、2020
年12月15日に初めて対面をやったら、その中で１人
陽性が判明したわけです。どうなると思います。結
局５人連れて行ったので、その人たち全員をストップ
しなきゃいけないんです。対面の仕事はしないこと
をお願いして、PCR検査を受けてもらって、全員陰
性だったからいいんですが、いろんな意味でインパ
クトがありすぎる。 
　無自覚な人をどうハンドリングするかということな
んです。こういう時代は変わるということのエビデン
スがすごくなってくるし、私自身も変わるかというと
変わりにくいんです。正しいということをどう疑える
のかとかも出てくるんじゃないかとか、ともかく変わ
るということが大前提で戻らないということもあると
思ってたりします。 
・ 2021年２月に野呂さんの紹介で山本さんというとて

も素敵な方に卓話をしていただくことになっている
んですが、今から10年後がどうこうというのでは
なくて、今技術革新がテクノロジーコンバージョン

（technology conversion）という表現をしているん
ですが、一つ一つの技術が複数集って空飛ぶ自動
車という表現をしていますが、素材としてすごい軽い
ものができるとかチップでいろんなことができると
か、ドローンの技術とか全部できちゃうという話に
なってたりするわけですよ。思っている全然違うこと
が、ここ数日っていうかもう明日にもなるという感じ、
で私２年前にある講座を受けたときに、「皆さんは
人類として死ぬ最後の世代かもしれませんね」と言
われたんです。結局変わっていくっていう中で実際
に今何が起こっているかっていうと「老化は病気」
と言われたり、死ぬっていうことが、平均余命が１
年毎に１年ずつ更新していくっていうことになってい
くと実際に論理的に死ななくなる、人が死なないっ
てことが起こりうる。 
　私たちが人は死ぬ、老化すると思っていることが
果たして本当にそうなのかっていうぐらいになってく
るという時代の中で、すごいと思うわけですよ。 
・ 私たちのクラブは進んでいると言われたりしますけ

れど、他のクラブ、多分例会やってませんの状態に
なってたり、今回オンラインで皆が来るかって言った
らまだ少ないじゃないですか。じゃ、オンラインが
私たちのコアなDNAなのかっていったらそうじゃな
いんじゃないかとか思いますよね。本当の意味でロー
タリークラブとか私たちはここで集まって何をやるの
かっていうことはちょっと本当に真剣に考えなきゃい
けない、もう「考えましょう」とかいうレベルじゃな
くて物事は思ったより早く進んでる。本でも2030年
の話を言ってるのは、「The future is faster than 
you think」とあなたが考えているより物事は早いと
いう技術のことなんですがアメリカのビジネス書です
ごい流行っていて、日本でも今売れていると思いま
すが、そういう時代の中にあって我々折角集まって
やっているんだったら何をやんなきゃいけないのかな
というのはこの年頭においてすごい思いました。 
　結局戻さないことを前提にいろんなことを考えない
と、戻るってことを前提に考えたら変えられないと思
うんですよね。というのは、ここで私は思っているこ
とを言っていますが、ロータリークラブ全体からする
と相当どっち寄りかなんですよ。皆戻りたいと思って
いるし、対面で会うのが前提だと言っているけど、
それ自体もうちょっと疑わないといけないんじゃない
かなっていうのが今ちょっと思っていることです。 
　年頭のあいさつとしてはちょっとクリティカルすぎる
ことなんですけど、こんな感じでよろしいでしょうか。

（グループセッション）
約2分

幹事報告（高橋肇幹事）
・  先程会長が触れていたように、２

月15日例会を対面で設定していた
のですが、オンラインになりました
のでおまちがいのないようよろしく
お願い致します。 

・ 次の対面は、3月１日に設定していますが、２月中
旬までに理事会でどうするか決めます。 

・ ニコニコですが、対面例会がほぼなくなったので、
ニコニコが減っているので、オンライン用の分かりや
すいニコニコシートを大盛さんが作ってくれました。
メールで皆様に配信されていると思いますので、よ
ろしくお願い致します。

寄付について
・（清宮普美代会長） 

　寄付文化としてニコニコは、私たちの奉仕活動の
資金になることを前回もお話ししましたが、逆にいう
と地区で集まってもっと大きなこと、社会的インパク
トのあることができることがロータリー活動の良いポ
イントだと思っています。 



　今後、台湾のRCとジョイントで何か国際的な奉
仕活動をやるとロータリー財団からお金が出たりする
んですね。その原資は私たちの納める寄付だったり
するので、米山も皆さんご存知のようにナタリーさん
に奨学金が出ていますし、非常に意義のあることを
しているので、今絶賛募集中なので、何千円でも何
万円でも皆さんのご奉仕を地区の米山財団・ロータ
リー財団への寄付を募りたいと思っています。細か
いことは各委員長からお話がありますので、宜しく
お願い致します。 
・（ロータリー財団山下江委員長） 

　ロータリー財団が何をしている
かというのは、前に卓話で安保地
区委員長からお話しされています
が、ポリオ、貧困と格差是正、健
康問題、水問題、世界にはお金を必要としているい
ろいろな奉仕の局面があります。ロータリーでお金
を集めて、国際RCで運営して利益を上げていろん
な奉仕活動資金に充てるということであります。 
　世の中を変える原資になりますので、是非寄付を
お願いしたいということですね。 
　2750地区では、1人150＄、日本円で2万円弱を
寄付の目標としています。それを今年度も是非達成
したいと。今、皆様から前半1万2,000円、後半1
万2,000円を寄付として集めていますが、その半分
がロータリー財団に廻るのですが、150＄に対しては
不足分が出ます。現在例会がZoomになったり経費
が減っていますので、先程理事会で奉仕活動会計
から資金を出してクラブ全体として目標額1人150＄を
達成することが決まりました。 
　当クラブには時枝ガバナー補佐もいらっしゃるの
で是非目標を達成したいということで皆様のご理解
を得たいということで発言させてもらいました。 
・（時枝紀子ガバナー補佐） 

　山下さんありがとうございます。今おっしゃられた
とおりなので、皆さんのそういったお気持ちが本当
に世界を救える、救えるかどうかわかりませんがよく
するために使われておりますので是非ともご理解ご
協力をお願い致します。 
・（米山奨学財団南章乃委員長） 

　寄付の目標金額ですが、先程
ロータリー財団は年150＄とおっ
しゃっていましたが、米山財団は
2万円を求められています。1万
2,000円のうち1万円のみ米山財団にいきますが、
2,000円は緊急の災害義捐金の積み立てとしていま
す。丸山さんが会長の時だと思いますが、災害のた
めに米山分寄付の2,000円とロータリー財団分寄付
2,000円の合計4,000円はプールしておくと決まった
んです。だから財団に廻るお金は1万円しか出して
いなんです。寄付として1万円に会費の中から1,000

円を加えて、米山記念館の補修費として1人100円
を出しております。今のところ、1人あたりこの合計
11,100円を出しているんですね。本部の方から2万
円出してくれということは、あと8,900円出さなきゃな
らないので、私は1人1万円ずつ追加寄付をお願い
しようと思っていたら、会長の方から提案がありまし
て、今年は例会がオンラインになり帝国に払う会場
費が余っているからその中から出そうじゃないかとい
うことで、今期はそれでいいんだけれど、岡田さん
によると、ここ5,6年毎年本部からの追加寄付要請
に応じてきたことで当クラブは会長賞をもらっている
んですって。やっぱり賞がほしくてやるんじゃなくて
も力を合わせて汗をかいてやったからには形として
はあったほうがいいですよね。そんな感じで岡田さ
んとしてはみなさんに1年に1万円でなくて2万円を
是非やっていただきたいと話す予定でしたが、今日
はちょっと欠席されているから私の方から言わせても
らうんだけれど、理事会の決めた余剰金分とは別に
皆さんにもう1万円を出してほしいと思っています。 
　昨年3月からオンラインで交通費もかからないし、
もう1万円を出したらこのクラブの存在感というのは
すごくアピールできて本部の方も見直してくれるん
じゃないかなと思うんですけど、どうでございましょ
うか。

　　　　　　　　　　　川上　鉄太郎 新会員

（車中からオンライン参加） 
・ 初めましての方もいらっしゃると思うんですが、いく

つか会社を経営しておりまして、一番最後に作った
会社が株式会社千葉牧場というのですけれど、大
変お世話になっている秋葉さんの秋葉牧場さんと共
同出資という形で設立させていただきました。 

・ この会社は、千葉市の内陸部、若葉区に新しい観
光施設を作ることを目的に会社を設立しまして、昨
年10月31日に新しい施設をオープンさせていただき
ました。「千葉ウシノヒロバ」という施設なんですが、
元々千葉市が乳牛の牧場をしていた場所でして、そ
こを民間に引き継がせるということで公募があり、応
募して採用していただいたところで、牛と人が自然
が穏やかに交差する場所がコンセプトで、僕が渋谷
でチカビというデザイン会社をやっているんですが、
そこでウシノヒロバのHPを作っており、キャンプと
バーベキューをやる広場と乳牛の育成のお世話をや
れるような体験のできる育成牧場を運営しています。 

・ ２年位準備して昨年10月にオープンさせていただき
ましたが、来場者数ですが開場10月から12月15日

イニシエーションスピーチ



位までで3,896人です。 
（内訳）日帰りバーベキュー 441人

キャンプ 1,008人
一時利用 2,477人 （重複計上あり）

　コロナもあり、外出を控えているせいで誰とも会
わずにキャンプができることを評価いただいている
のかなと思っています。おかげ様でテレビ取材も2ヵ
月で15本程出させていただいて、うちで出している

「牛ラボマガジン」というWebの記事を皆さん見てき
ていただいていました。メディアの方はここらへんを
チェックしているんだなというのが新たな学びでもあ
りました。 
・ 「牛ラボマガジン」は「note」上に月3，４本発信して、

１年半で今50本以上になりました。「note」はSNS
の一種で、いろいろな経営者の方が事業の内容とか
を発信しており、webマガジンの中ではハイリテラ
シー（high literacy）の方が多いのかなという印象で
す。その中で「ウシノヒロバ」のコンセプトというの
を大切に書いていたんですね。たとえばここに書い
てある「私と社会と自然―人と地球をつなぐ、エコロ
ジカルな態度」というテーマですね。僕らがこの施
設を作ったのはただ観光をやりたいだけでもなくて、
お金を稼ぎたいわけでもなくて、僕らが何でやりたい
のかというコンセプトのところを記事にして書いてい
たんですね。ひとつはやっぱりサステナビリティ

（sustainability）。 
　僕らが社会にサステナビリティ（sustainability）と
して酪農をもってできることってなんだろうとやって
ます。「猿田彦コーヒー」と連携して、大量に捨てら
れるコーヒーかすが実は牧場の臭い消しにできるの
で、もらってきて牧場に撒いて、農園で作物を育て、
トウモロコシなどの作物を牛に食べさせ、牛のミルク
を猿田彦コーヒーさんに納めて、循環させることをす
すめています。 
・  酪農は今危機にあると言われており、僕らの牧場を

通じて少しでもおしゃれでかわいい牧場というイメー
ジを広げて皆さんに考えるきっかけをもっていただ
ければデザイン会社と牧場が連携してやっていく意
味があるかなと思っています。

（要約文責　宮下）

時枝紀子ガバナー補佐 感染拡大状況にあり、3月22日のIMは全
てオンラインとなりました。IM委員の城さ
んを中心に準備が進んでおりますが、他ク
ラブのロータリアンに当クラブの個性をお
披露目しましょう！　クラブ全員のご登録を
宜しくお願い致します。

清宮普美代会長 2021年の年始め、みなさんとお会いでき
るのが嬉しいのでニコニコします。グレート
リセットといわれている昨今、なんだかドキ
ドキしますね！

福元智子直前会長 いつも色 と々ありがとうございます！ 
 ニコニコさせて頂きました！ 
 明後日は本年初の入会式ですね！！ 
 明後日皆様にお会いできることを楽しみに

しています。
高 橋 　 肇 幹 事 新年1回目の例会です。良い年になるよう

ニコニコします。
秋 葉 良 子 会 員 先日はお誕生日プレゼントのお菓子をお送

りいただき、有難うございました。気持ち
ばかりですがニコニコさせていただきます。
本年も会員皆様に幸が訪れますよう祈っ
ております。

石 川 和 子 会 員 新年おめでとうございます。本年もよろしく
お願いいたします。今年もロータリーライフ
を楽しみましょう！

大 盛 敬 子 会 員 会員の皆様とお会いできますことを楽しみ
にしております。ニコニコします。

海 渡 千 佳 会 員 2021年も、様々な知恵や行動を持ち寄っ
て参りましょう！ 

 どうぞよろしくお願いいたします。
野 呂 洋 子 会 員 新年あけましておめでとうございます。本

年もコロナとの付き合いとのことでピアノを
再開することにいたしました。対面例会の
時に、伴奏ができるくらいに頑張ろうと思っ
ています。

山 下 　 江 会 員 うし年の冒頭に、すずらんちゃんが「推し
牛総選挙」で優勝することを祈って、ニコ
ニコします。



分担を決められればと思いますので参加できる方は宜
しくお願いいたします。

連絡事項
（時枝紀子会員） 
　医療支援プロジェクトについて東京医科歯科大学か
らアンケートの返事があり、いろいろ要望が書いてあ
るのでこれから転送手配致します。 
　働く女性が多いので、ローションとかいろいろな思っ
てもいない要望の記載があります。本日の打合せは午
後3時に出席の予定です。 

（石原忠始会員）　 
　Zoom関係のURLをLINEのみでなくパソコンにも
送っていただきたいのですが、色々作業をするときパ
ソコンを立ち上げて作業しているので。 

（石川和子会員） 
　私もLINEできたURLをPCに転送して立ち上げて
いますが、LINEを見づらい会員もいらっしゃると思う
し、奉仕活動の情報共有のためにはLINEだけでなく
PCのほうにもいろいろなデータを送信してもらった方
がいいかなと思っています。

（グループセッション）
約10分

　　　　　　　　　　　多田　多延子 新会員

株式会社ティーエスピー代表取締役 
一般社団法人ピースピースプロジェクト代表理事 
 
・ 私は多田多延子と申します。宜しくお願い致します。

365日ピンクを着ておりまして、廻りから「ピンク社長」
と言われています。 
　ピンクを見ると脳からドーパミンが出て幸せな気持
ちになるという色彩療法から学びまして、ピンクとい
うものを身に着けています。広島出身でございます
が、広島はブラックレインという悲しい歴史もありま
して、皆さんが幸せになるようなイメージをもってい
ただきたいということをもちまして、毎日ピンクの洋
服を着ております。 

・ 実は10歳のときに交通事故で脳内出血になって、ほ
ぼ即死の状態でしたが奇跡的に助かりまして、何か
生かされている感謝の気持ちをもって社会の役に立
ちたいと思ったのが、小学校５年生の時です。 

・ 大学１年生のとき、「ミスJRひろしま」になりまして、
それがきっかけでアナウンサーの仕事を始め、沢山
の仕事をいただき、そしてアナウンサーとモデルの

開始（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。
例会の様子は記録用に録画させて頂きますので、予め
個人情報の許諾をお願い致します。

ロータリーソング
　「手に手つないで」「世界をつなぐロータリー」

開会点鐘（清宮普美代会長）
　東京はすごくいい天気です。この
週末は私の息子32歳と私達夫婦の3
人で食事をして過ごしました。コロナ
だからこそ大切な家族と思いながら
時間を費やしたわけです。 
　それでは798回例会を始めます。

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそおいで下
さいました。 
　本日ゲストはありません。

米山奨学金授与（ナタリー・パスカル様）
（ご挨拶） 
　もう卒論も提出してしまい、授業も
なく、卒業式が開かれるかまだ分か
りませんが、日本で就職したいと思
い就活中ですが、頑張ります

幹事報告（高橋肇幹事）
　２月15日例会は対面の予定でした
が、Zoom例会に変更となっていま
すので、お間違いのないようお願い
します。

お祝い金授与（池内純人会員）
（ご本人挨拶） 
　昨年12月１日に男の子が生まれて
驚いています。元気で大変です。子
育てのサポートができるように仕事と
両立できるよう頑張っています。

医療従事者支援プロジェクト報告
　LINEで報告済ですが、医療従事者支援プロジェク
トを今年もすすめることになったので、本日午後3時と
午後７時の２回説明会を予定しています。今年の役割

イニシエーションスピーチ

 例会報告  第798回  2021年1月25日（月）
 オンライン例会

接続会員数31名+メーキャップ0名
（正会員61名-休会5名）

出席率 55.36%



たのは私の曾祖母の体験を基にヒロシマの女性たち
が復興を成し遂げた史実を漫画化した「キセキのヒ
ロシマ」でした。 
　そして平和を訴えるために、「世界一大きい折り鶴」
の挑戦をしました。これは見事に2009年挑戦、
2010年認定のギネス記録となりました。これには、
色々な方が参加して下さり、こちらの山下先生ご家
族も参加いただきまして、又、親子4代で参加した
よというご家族もいらっしゃいました。この記録は現
在もギネス記録を保持しております。 

・ そして2010年、広島オリンピック招致活動を行いま
した。当時東京オリンピック構想もあったのですが、
まだまだ皆さんの関心が薄かった時に、広島で60万
人の署名を集めたということで注目を頂き、東京オ
リンピックが盛り上がったという風なお声もいただい
ています。 

・2015年（戦後70年） 
　先程の実話を基にした「キセキのヒロシマ」という
漫画の原作を作り上げました。現在日本語，英語，
仏語で電子書籍化し、無料で読んでいただくことが
できます。現在国連公用語であるスペイン語，アラ
ビア語，中国語，ロシア語での推進を準備しています。
　ホワイトハウスからオバマ大統領のお手紙で「私
はあなたの物語に感動した」といただいたことをきっ
かけに、ジャパンタイムズなど様々なメディアで取り
上げていただきました。 
　電子書籍はAmazon Kindleにて無料でお読みい
ただけます。スマートホンでも読めますので是非読
んでみて下さい。この活動を学校の皆さんと一緒に
推進していきたいと思い、全国の学校を廻っていま
す。海外の女性経営者、大使館との交流など、ロシ
アでの世界女性企業家協会（FCEM）世界大会で
もスピーチをさせていただくなどの活動をしました。 

・子ども世界平和サミット 
　去年第1回目を外務省後援で開催できました。 
　去年はコロナ禍ということで、スポンサーゼロの
状態でしたが、私の私物を現金化して少しでも開催
したいということで、参加した子どもたちは72名で
したが、チャンネル登録数164名、視聴回数7643
回を達成し、いろいろな国の子どもたち、10代の子
どもたちが参加して下さいました。 
　質問は脳に投げかけられ子どもたちの脳は質問の
答えを探し続けるものなので、「あなたにとっての平
和とは何ですか？」と投げかけています。今年は
10ヵ国1万人の参加者の規模で計画しています。 
　2021年8月10日（火）衆議院議員会館国際会議
場で第2回外務省後援子ども世界平和サミットとして
開く予定です。子ども代表を募集中です。大臣席で
世界を平和にするアイデアを発表する10名の子ども
代表を募集しています。 

中間の人たちを教育するプログラムを作りまして、新
業態「ナレーターモデル」の仕事を確立させ、東京・
大阪・全国で800人位のスタッフを養成しまして展開
をさせていただきました。主にモーターショウとビジ
ネスショウのナレーターなどの教育派遣事業をしてお
りました。 
　2011年3月11日、東日本大震災が起こりました。
私たちの事業となるイベント開催はすべてキャンセル
となりました。 
　そこで私どもは、太陽光建設と分譲仲介を全国に
紹介する事業の展開を始めました。生かされている
感謝を込めて地球との共生を目指したいと始めた事
業です。経済産業省認定事業でして、20年間固定
価格で買取をしていただけるという制度がありまし
た。そして即時償却という税制優遇もありまして、
全国でこの事業を現在も続けています。 
・ 2003年中国でSARSが流行りましたときに私どもの

役員がウイルスの研究を続けておりまして、マスク専
用スプレー「ウイルスブロック」を去年から広島で製
造販売して展開しております。 
　これは酸化チタンの酸化力で菌やウイルスを二酸
化炭素と水に分解するもので、除菌・抗ウイルスに
効果があります（99％除菌、24時間持続）。 
　今回コロナに対応されている全国の病院に寄付を
させていただきまして、少しでもお役に立てればとい
うことでお送りさせていただいたところ、たくさんの
方から喜んでいただきました。 
・Peace Piece Project 

　平和を創る子どもたちを育て、世界平和を実現し
ます。 
　このロゴには「ひとりひとりの小さな愛のかけら

（piece）が集まれば、大きな平和（peace）を創り出
すことができる」という意味を込めています。 
　作りましたのが平成9年でございますが、当時の
ボランティアの大学生のアルバイトの子が私たちの
活動を見て「ピンクで作りたい」と言ってくれて、ア
クティブなハートということで世界に発信していくと
いうことで右肩上がりのピンクのハートをシンボル
マークとして使っております。 
　この活動の基礎になりましたのが、高校時代活動
していた碑巡りボランティアでしたが、広島を訪ねて
こられる国内外の高校生から広島の歴史を知れば知
るほど「広島に来ると辛い」「もう来たくない」「広島
の人はアメリカ人を今も恨んでいるのでは？」と何度
も言われたので、なんとか広島のイメージを変えた
いと思い、「復興都市ヒロシマ」を伝えていきたいと
思うようになりました。 
　イソップ物語の「北風と太陽」の太陽のような広
島を伝えられれば広島に来られた方が笑顔で帰って
下さるのではないかなとの思いを持ちまして私が考え



　　　　　　　　　　　　水野　珠貴 新会員

・  去年９月に入会しました水野珠貴と申します。どうぞ
よろしくお願い致します。 
　コロナ禍ということで、皆様とあまりたくさんお会
いできていなくて、まだロータリーがどんなふうに動
いているかよくわかっていないところもありますが、
これからも勉強させて頂きたいと思います。 

・ 生い立ちですが、私は昭和43年生れです。東京の
村上開新堂洋菓子店に生まれましたので麹町で育っ
ていますが、１歳の時に商社に勤めていた父が
ニューヨーク転勤になり、移り住みました。５年間
滞在し、昭和49年に帰国しました。幼稚園が終わ
るときだったので秋から１年生と思っていたら、日本
でもう一回幼稚園に入れられむちゃくちゃ怒った記
憶があります。ただ、日本語がほとんどしゃべれな
くなっていたので、ゼロから日本語を覚えるみたい
になって、２年位日本語が変だったそうです。あっ
という間に英語は忘れ、中学で英語が始まった時、
ほんとうにThis is a pen.から覚え直したのですが、
耳と発音だけは残るらしくリスニングとかはすごく得
意で普通に聞こえてくるのは小さい時アメリカにいた
影響かなと思います。 

・ 高校は受験で、慶応女子高校に入りました。3年間
女子校で、そのまま慶応大学に内部進学で、専攻
は文学部の人間科学で心理学と社会学を合わせた
ような学科で勉強しました。卒論は、思い出そうと
しても思い出せないくらい何書いたか覚えていない
んですが、グループで社会調査的な論文を書いたと
いう記憶しかありません。 

・ 卒業後の1991年は、当時バブルの真っ只中で大量
採用の時代でしたが、留学する人も多く、私もアメリ
カに留学したいと思っていて、当時付き合っていた
主人も留学するというので、ニューヨーク州のコーネ
ル大学に二人とも合格したので早 と々結婚して留学
しました。大学はマンハッタンから車で５時間位のむ
ちゃくちゃ田舎の大学でした。自然たっぷりなところ
で修士課程２年で修士号を取って、平成５年ころ帰
国後は友人の紹介でNHKの子会社でドキュメンタ
リーを制作していたNHKエンタープライズに入社
し、試験を受けてNHK社員になった後3年ほどし
たところで「はい、名古屋転勤」と言われ赴任する
つもりでしたが、水野の家では「嫁が単身でどこへ
行くんだ」と大反対されやむなくNHKを退社しまし
た。 
　その後大学の指導教授の紹介で英語の出版社に
入りました。外務省の出版物を作る会社で英文編集

　応募期間　 2021年4月30日（金）～6月14日（月）
15時締切 

　応募資格　応募時点で10歳から18歳の方 
　テーマ　　 「平和ってなに？　わたしが考える世

界平和を創るアイデア」 
　応募方法　 テーマに沿って「①作文」又は「②3

分以内のスピーチ動画」をHPから提
出して応募 

・戦後80年2025年大阪万博開催時 
　100ヵ国1万人の子どもたちが平和を創るアイデア
を発表し実現するプロジェクトを推進しています。 
・入会の動機 

　ロータリーは奉仕の理念で結ばれた職業人が世界
的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推
進する団体ですから、私どもといっしょに平和を創
る子どもたちを育て世界平和を実現してみませんか？ 
　子ども世界平和サミット実行委員会として一緒にサ
ミットを開催しませんか？ 
　＊ インターナショナルスクール等のサミット参加校

のご紹介や窓口担当 
　＊ 子どもたちのあこがれの著名人や各国の大使か

らの応援メッセージ集め 
　＊スポンサー企業のご紹介 
など。 

 
（質問①　清宮普美代会長） 
　もう第１回目は多田さんが実行されているんですよ
ね、私たちがどんなことができるかご提案みたいなも
のを出していただくことはできますか？ 

（多田会員） 
　今度の２月のクラブ協議会でご提案をさせていただ
きますので、クラブの方でもご一緒に推していただける
と大変ありがたいです。 

（質問②　時枝紀子会員） 
　国際ロータリーの青少年奉仕プログラムというのが
あり、その中の青少年交換プロジェクトがありますが、
残念ながらコロナで今年度は中止になっております。
全世界からうちの地区では８ヵ国の高校生留学生を受
け入れていますが、必ずプログラムの中に広島の平和
記念公園の訪問が入っています。その中で来年派遣さ
れる子どもたちと今海外から来ている子どもたちと平和
についてディスカッションをするのですが、ロータリー
のなかにもそういうプログラムがあるということを頭の
片隅に知っておいてもらえればと思います。

イニシエーションスピーチ



宮下 文夫・小堀 　彰・山田 桂子 
白坂 亜紀・須永 珠代・川口 惠 
池内 純人・諏訪 智美

クラブ週報
編 集 担 当

ですが、英語がネイティブな人が日本語を英語に訳
す文章をチェックする仕事をしていました。外務省の
オピニオン的な雑誌を海外に紹介する記事を作った
り、2000年ころ外務省の子ども向けHPを作る企画
に参加しました。海外の子どもたちが日本のことを
勉強する時に初めに見るような日本文化や日本の子
どもたちの生活を紹介する内容です。 
・ 2000年に双子の女の子が生まれ、子育てで眠れず

よく分からない3年間を過ごして仕事にも復帰してい
ましたが、2004年に妹がずっとフランスでお菓子と
料理の修業をして戻ってくることとなり、そのタイミ
ングで私も家業の洋菓子店を妹と一緒にやりましょ
うということで出版社を辞めて母が社長の家業の会
社に入って働くことにしました。 
　そのころ、双子の一人に自閉症の障害があるのが
わかって、子育ての苦労がありつつ15，6年経って
いる状態です。子どもの障害と向き合う一方健常児
の子育ても同時にするのはなかなか大変なできない
体験をさせてもらいました。 
　障害のある子は、私も通っていた公立の小中学校
の特別支援学級に通ったのですが、学校とやりとり
とかいろいろ苦労するところもあったのですが、廻
りの親御さんとのつながりを深めるという意味で
PTAもやっていろいろ活動して行くうちにご縁があっ
て今は千代田区の青少年委員会という組織で活動も
しています。 
・ ロータリークラブでは、そういった経験も踏まえて私

にできることが何かないかなと考えているところで
す。今までは皆様の善意をいろいろ受けてきた側で
あったのですが、これからは自分も積極的にいろい
ろ関わって視野を広げて活動していきたいと思って
入会しました。これからもよろしくお願い致します。

（要約文責　宮下）

福元智子直前会長 制約が多い日々が続く今日この頃ですが
オンラインであっても皆様と顔を合わせるこ
とができる幸せをつくづく感じています。又、
この情況で新しいお仲間を迎えることがで
き、本当にうれしいです。 

 多田さん、水野さん、スピーチ楽しみにし
ています。

大 盛 敬 子 会 員 寒くなってまいりました。お風邪をひかぬよ
うニコニコします。

芝 　 伸 子 会 員 清宮会長、皆様、先週例会で入会式を
執り行って頂きまして有難うございました。
皆様よりご指導賜りたく、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。本日2回目の例会を早速
欠席しまして申し訳ございませんが、感謝
の気持ちを込めて寄付をさせて頂きます。


