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2020―2021年度　国際ロータリーテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
http://blog.livedoor.jp/chuoshin/

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。

清宮普美代会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　緊急事態宣言も継続になって、会員の中にも大変な
思いをされている方も多いかと思います。私どもも帝国
ホテルでのハイブリッド例会が完全オンラインになって
しまいました。ただ、今卓話者の齋藤さまもお話しさ
れていましたが、オンラインはニューノーマルで普通に
なってきているということもございますので、私どもの
年度もあと２ヵ月でございますけれども新しいロータ
リークラブの例会というものをこれから見いだせればい
いかなと思っています。
　それでは第809回例会を開始したいと思います。

ロータリーソング
　「君が代」

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いらっしゃいました。
　本日のゲスト１名です。
　本日卓話をいただくエクスポネンシャル・ジャパン㈱
　代表取締役　齋藤和紀　様

幹事報告（高橋肇幹事）
・５月の例会予定

５月17日（月）オンライン例会、５月24日（月）休会、
５月31日（月）オンライン例会となっております。
・ 6月７日（月）対面とオンラインのハイブリッドと最後

のクラブ協議会となっております。

今後の予定（清宮普美代会長）
・  今年当クラブが提唱クラブとなった中央大学ローター

アクトクラブと毎月お互いに往き来しましょうと話してお
り、先方から卓話に来てくれないかとの話があり、卓

話というかコミュニケーションを取りたいということで
５月19日（水）19時30分から21時までアクトの例会（月
１回例会）でロータリアンとしての皆さんのキャリアに
ついて聞きたいとの話が来ており、１人数分で何人か
話してその後ブレークアウトセッションでお話をするこ
とも考えています。
　アクトメンバーと交流してみたい会員は是非私にお
声掛けいただいてご一緒に何かできればと思います。
今私を入れて3人しかいないので、もう少し来ていた
だけると嬉しいかなと思いますので是非お声がけく
ださい。

・牡丹RCとの友好契約更新
　２年前に台湾の牡丹RCと友好契約を締結させてい
ただき、丁度２年の期間が切れるので今度更新するこ
とといたしました。本当なら契約締結の式典をしたかっ
たのですが、オンラインでやることになったのでお互い
に署名・押印して契約書を郵送交換しようと思っていま
す。これ以後もいろんな意味でマスクを送って下さるな
どいろんな形で交流を取らせていただいていますので、
皆さんも台北牡丹RCと一緒にやれることがありましたら
お声掛けを、対面になるときは来てくださると思いますの
で交流いただければと思います。
　以上よろしくお願い致します。

フィリピン医療支援プロジェクト報告（富田洋平会長
エレクト）

　本日の理事会で地区の補助金を申請してフィリピン
の医療プロジェクトハローアルソンを支援することが承
認されました。本日例会が終りましたらハローアルソン
についての活動概要を皆さんにメールでお知らせさせ
ていただきますので、ご覧になっていただいて何かあり
ましたら富田までご連絡いただけるとありがたいです。
特に何もないようでしたらこの地区補助金申請をすす
めたいと思いますので、皆さんご確認よろしくお願い致
します。

ニコニコ・ペイペイ報告（山田桂子広報副委員長）
　ニコニコするときにPay PayのQRコードが当クラブ
のHPの「例会のスケジュール」に入ると各例会のスケ
ジュールの下の方に「ニコニコにPay Payをご利用いた
だけるようになりました」というコーナーがございまして、
リンクを貼ってありますので、その下の「こちら」をクリッ
クしますと、携帯のPay Payアプリのホーム画面から

「スキャン」を使ってQRコードを読み取っていただくと、

 例会報告  第809回  2021年5月10日（月）
 オンライン例会

接続会員数23名+メーキャップ0名
（正会員60名-休会6名）

出席率 42.59%



金額を入力してニコニコをお支払いいただけます。
　なお、ニコニコいただいた旨とニコニコのメッセージ
は事務局宛にメールにてご連絡をお願い致します。

エクスポネンシャル・ジャパン株式会社
CEO　齋藤　和紀　様

【プロフィール】
　元金融庁職員（企業開示課・国際
会計基準IFRS・EDINET担当）、日立製作所、デル
にて経営企画・データ分析、世界最大手石油化学メー
カー、ダウ・ケミカルのグループ経理部長を務めた後、
ベンチャーのサポートへ。
　成長期にあるベンチャー企業の成長戦略や資金調
達をハンズオンでサポート。起業家を発掘し、自らイノ
ベーションを仕掛けることに注力。戦略策定や事業開
発から携わることによりシリコンバレーVCや事業会社
などからの資金調達を数々成功させたり、ファンドの立
ち上げに参画したりするなど、成長期にあるベンチャー
を財務経理のスペシャリストとして支える。
　また、自らの事業も数多く立ち上げており、エンジェ
ル投資やスタートアップ・スカウティングに関しても積極
的に行う傍ら、エクスポネンシャル思考のプログラムや
コンサルティング等を通して、企業の新規事業創造等
の支援も実施。

主な著書
　　「シンギュラリティ・ビジネス」（幻冬舎）
　　「エクスポネンシャル思考」（大和書房）

桐蔭学園高校卒業、早稲田大学人間科学部卒業、早

稲田大学大学院ファイナンス研究科修了、カリフォルニ
ア大学バークレー校留学、シンギュラリティ・ユニバー
シティ・エグゼクティブプログラム修了

【紹介】（清宮普美代会長）
　本日は、「未来のための新価値創造」というお話を
頂きますが、私が初めてお会いしたのは3，4年前で、
共通の知人を介して、丁度齋藤さんが「エクスポネンシャ
ル思考」という本を上梓されたタイミングで、その後心
酔してセミナーに参加させて頂きました。その時「今日
出席している皆さんが死にゆく人類の最後の世代かも
しれません」と言われ、「えー、死ななくなるの！」とい
う話とか、中国の先端都市深圳のツアーをつくられた
り、今日皆さんとアップデートされたお話を聞かせてい
ただくのを楽しみにしております。他のロータリークラ
ブでロータリアンにお伝えすることもあり、我々にも分
かりやすくお話しいただけることがあるなと思ってとて
も期待しております。

【卓話】
・2020年、世界は劇的に変った。
　普通のことすらできなくなった。
　あらゆるところで起きる地殻変動。
　地球環境の変化は問題から危機へ
　地球はどうなってしまうのか・・？
　スーパーパワーの交代
　西欧型の社会モデルが一気に陳腐化へ。
　 中国「2028年までにアメリカ追い抜き」世界最大の

経済大国に＝英シンクタンク（2020年12月）
　幕末の日本の明治維新の変化と同じくらいの大変化

・「K字型」に二極化する日本経済
　 コロナ禍から回復する製造業と出遅れる対面サービ

スの二極化
　会社・組織・キャリアの考え方の大転換
　未来は過去の延長線上にない
　10年後には100Gbps通信へ

Technology evolution
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 Creating new value for markets（20年毎） 

 仕事も働き方も変わる 

 Tesraの時価総額が異常なことに・・・ 

  テスラ時価総額 22兆円、トヨタ超え自動車首位に（2020 年 7月 1日日本経済新聞） 

  テスラ株が初の 11連勝、時価総額（100兆円）はトヨタ 1社分（28兆円）増加（2021年
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Creating new value for markets（20年毎）
仕事も働き方も変わる
Tesraの時価総額が異常なことに・・・

テスラ時価総額22兆円、トヨタ超え自動車首位に

清宮普美代会長 緊急事態宣言の延長もあり、本日もオンラ
イン開催です。大変な時期を過ごしてい
る会員も多くいると思います。とはいえ、
本日、素晴らしい卓話者　斎藤和紀さん
をむかえ、私たちの「これから」について
皆さんと共有できることを嬉しく思います。

 みなさん、頑張りましょう、ニコニコします。
大盛敬子 会員 コロナ禍で世間の変化を痛感する今日こ

の頃です、ニコニコ致します。
海渡千佳 会員 散歩が気持ちの良い季節ですね。日光

に適度に当たるとビタミンDが体に良い影
響を及ぼし、免疫力が高まります。健康
の為にもご近所散歩はオススメです。

にこにこ合計8,000円

「未来のための新価値創造」卓
話



（2020年7月1日日本経済新聞）
テスラ株が初の11連勝、時価総額（100兆円）は
トヨタ1社分（28兆円）増加（2021年1月9日日本
経済新聞）

それどころじゃない自動車業界
Apple（時価総額200兆円）がEV事業でトヨタを
追い込むまであと3年？

「アップルカー10年計画」の全貌（2021年5月4日
DIAMOND online）
シャオミがEV事業に参入　10年で1.1兆円の投資
目標（2021年3月31日TC）

・GAFAの時代・・・
The Age of the Tech Giants
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 社会構造が変わった！ 

・明らかな転換点 

 1997 年 IBM Deep Blueがチェス王者に勝利 

 2016 年 Deep Mind Alpha GO 

     AIが人間のトップ棋士に勝利 

     Deep learning の普及 

 2017 年 Deep Mind Alpha GO 

          AI同士で学習 

 AIが人間の顔を作る ⇔ 顔を判別する AI 

 2018 年 Deep Mind Alpha Zero 

     あらゆる AIに勝利 

・Exponential（指数関数的） 

 エクスポネンシャルであること。 

 直接的な 30歩では 30メートルしか進まない。 

 エクスポネンシャルなステップでは地球を 25周する。 

 コピー用紙を 25回半分に折ると富士山より高くなる。 

 ドラえもん「バイバイン」なんでも増やす薬（5分に 1回倍になる） 

 科学技術の発展はエクスポネンシャルである。 

  人間の脳は Liner（算術的）にしか将来を予測することができないが、科学技術は

Exponential（指数関数的）に進化する。 

  

General Elentric 382 Apple 2023
Exxon Mobil 381 Saudi Aｒamco 2002
Microsoft 263 Amazon 1652
Citigroup 234 Microsoft 1624
BP 221 Alihabet（Google） 1075
Wal-Mart 212 Facebook 766
Royal Dutch Shell 211 Alibaba 706
J＆J 200 Tencent 639

（2005年） （2020年）

社会構造が変わった！

・明らかな転換点
1997年　IBM　Deep Blueがチェス王者に勝利
2016年　Deep Mind Alpha GO

　　　　　AIが人間のトップ棋士に勝利
　　　　　Deep learningの普及

2017年　Deep Mind Alpha　GO
　　　　　AI同士で学習
　　　　　AIが人間の顔を作る ⇔ 顔を判別するAI

2018年　Deep Mind Alpha Zero
　　　　　あらゆるAIに勝利

・Exponential（指数関数的）
エクスポネンシャルであること。
直接的な30歩では30メートルしか進まない。
エクスポネンシャルなステップでは地球を25周する。
コピー用紙を25回半分に折ると富士山より高くなる。
ドラえもん「バイバイン」なんでも増やす薬（5分に1
回倍になる）
科学技術の発展はエクスポネンシャルである。

人間の脳はLiner（算術的）にしか将来を予測する
ことができないが、科学技術はExponential（指
数関数的）に進化する。
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 進化   

 

                          Disruptive Stress Opportunity 

                           Chaos/Amazement 

                            破壊レベルのストレス、機会 

                            カオス、快楽 

 

                       時間 

      Deceptive Disappoinment（理想との乖離・失望） 

・６つの D 

 デジタル化（degitalized） 

  潜在的（deceptive） 

 破壊的（disruptive） 

 非物質化（dematerializing） 

 非収益化（demonetizing） 

 大衆化（democratizing） 

  遺伝子レベルのプログラミングができる時代へ（デジタル化） 

  物流倉庫は、ＡＩ・ロボットが管理（デジタル化） 

・かつてモノだった（ものたちが今）・・・ 

 スマホの中にただ同然でダウンロードされている時代 

 計算機・地図・ノート・予定表・エクセル・ワード・電話機・書籍・カメラ・ビデオカメラ・

コピー機・News（新聞）・クレジットカード・ゲーム機・音楽・時刻表・切符・CD・DVD 

・収穫加速の法則 

 インパクトのある移乗の期間がどんどん短くなる。 

 

 

     200年    100 年   40年   

 

 第五次産業革命は数年後？ かもしれない。 

 第××次産業革命 ポストヒューマン？ 

 ティッピングポイント 

  そこに水がたまりはじめるまで膨大な時間がかかる。 

  しかし、一旦たまってくると溢れるまでは早い。 

  地球環境の悪化はティッピングポイントを超えた？ 

 

 

 

 

第一次産業

革命機械化

第二次産

業革命重

工業 第三次産業革

命情報化

第四次産業革

命IT＆AI

18世紀 20世紀前半 20世紀後半 21世紀

・6つのD
デジタル化（degitalized）
潜在的（deceptive）
破壊的（disruptive）
非物質化（dematerializing）
非収益化（demonetizing）
大衆化（democratizing）

遺伝子レベルのプログラミングができる時代へ（デ
ジタル化）
物流倉庫は、AI・ロボットが管理（デジタル化）

・かつてモノだった（ものたちが今）・・・
スマホの中にただ同然でダウンロードされている 
時代
計算機・地図・ノート・予定表・エクセル・ワード・
電話機・書籍・カメラ・ビデオカメラ・コピー機・
News（新聞）・クレジットカード・ゲーム機・音楽・
時刻表・切符・CD・DVD

・収穫加速の法則
インパクトのある移乗の期間がどんどん短くなる。
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第五次産業革命は数年後？　かもしれない。
第××次産業革命　ポストヒューマン？
ティッピングポイント

そこに水がたまりはじめるまで膨大な時間がか 
かる。
しかし、一旦たまってくると溢れるまでは早い。
地球環境の悪化はティッピングポイントを超えた？

・コンピューティングパワーの増加
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・シンギュラリティ（レイ・カーツワイル） 

 人類の進化は非連続に加速していく時代に入った。 
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 2025刊『The Singularity is near』 

 進化のスピードは倍々で加速し、2045年に垂直化？ 

・経営者として 

 あらゆるテクノロジーがコモディティ化していく。 

 社会の欠乏や顧客の根源的ニーズ対応達成済 

 現在：Abundance地点 

  人類の根源的ニーズは高次に充足 

  地球人類規模の課題の解決 SDGｓ 

・量子コンピュータの歴史 

 1985年   英国ドイッチェ 量子コンピュータ原理発案 

 1999年   最初の量子ビットの実現 

 2019年   Googleがスパコン性能を越える「量子超越」達成 

 2020年   中国が量子超越達成（Googleと異なる光方式） 

 2021年以降 量子活用の時代へ 

・デジタル・ディスラプション 

 デジタル化による社会の変化・企業環境の変化は否応なしに訪れ、変化は加速する。 
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換（DX デジタルトランスフォーメーション） 

  

 視界が晴れ、高い山が見えてきた。しかし、その山は今歩いている尾根伝いにはないかも

しれない。 

・つながる世界 

 10年後に 100ギガ bpsで世界中がネットでつながった時、例えばケニアではネットが繋が
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日本より全然情報量の多いケニア、我々は今進化の分かれ目にいてここから自然淘汰が始

まる。 

・新価値創造への試み 

 アイデア発想は内発的動機からスタート 

 強い思いを「I have a dream」と発出すべき。 
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人類は老化や死を克服しつつある

・シンギュラリティ（レイ・カーツワイル）
人類の進化は非連続に加速していく時代に入った。
2045年ころにシンギュラリティが起こり、人類は生
命を超越する。
2025刊『The Singularity is near』
進化のスピードは倍々で加速し、2045年に垂直化？

・経営者として
あらゆるテクノロジーがコモディティ化していく。
社会の欠乏や顧客の根源的ニーズ対応達成済
現在：Abundance地点

人類の根源的ニーズは高次に充足
地球人類規模の課題の解決　SDGs

・量子コンピュータの歴史
1985年　　　 英国ドイッチェ　量子コンピュータ原

理発案
1999年　　　最初の量子ビットの実現



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。
　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
・四つのテスト

開会点鐘（清宮普美代会長）
　みなさんこんにちは。
　もうそろそろ梅雨という感じになっていると思うので
すが、コロナの感染はまだ続いております。今日の卓
話はなんとアメリカからZoomでつないでいただいてお
ります。こういう時期だからこそ、私たちにできること
が何かないかと皆さんと一緒に考えたいと思います。
　それでは第810回例会を開催したいと思います。

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。
　本日のゲストは、２名様です。
・本日卓話をいただきます　三松佳代子　様
・卓話ゲストYGBアンバサダー  マニーシュ・カルラ  様

5月のハッピーバースデー
椎野登貴子会員（2日）、矢部祐加子会員（5日）、
早川和志会員（10日）、水野珠貴会員（21日）、辻喜
代子会員（28日）

（矢部祐加子会員代表挨拶）
　清宮会長がおっしゃって下さったように1年1年若
返るようにこれから過ごしていきたいなと思います。
ここのロータリーにはすごく素敵な先輩方が輝いて
いらっしゃるので見習っていきたいなと日々思ってお
ります。お祝いのガルガンチュアのお菓子もいただき
どうも有難うございました。

2019年　　　 Googleがスパコン性能を越える「量
子超越」達成

2020年　　　 中国が量子超越達成（Googleと異な
る光方式）

2021年以降　量子活用の時代へ

・デジタル・ディスラプション
デジタル化による社会の変化・企業環境の変化は否
応なしに訪れ、変化は加速する。
加速するデジタル・ディスラプションの波に対して自
律的に最適化し続けるモデルへの転換（DX　デジ
タルトランスフォーメーション）

視界が晴れ、高い山が見えてきた。しかし、その山
は今歩いている尾根伝いにはないかもしれない。

・つながる世界
10年後に100ギガbpsで世界中がネットでつながっ
た時、例えばケニアではネットが繋がりiPhoneを持っ
ていて英語が喋れてYouTubeやTikTokをやって何
億円も儲ける時代に、日本より全然情報量の多いケ
ニア、我々は今進化の分かれ目にいてここから自然
淘汰が始まる。

・新価値創造への試み
アイデア発想は内発的動機からスタート
強い思いを「I have a dream」と発出すべき。
外的環境の分析、テクノロジーの分析
アイデアワークショップ
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 思う存分やってみる 失敗を超えて（スペース x爆発） 

 「いままで」と「これから」は連続しない。 

 「自律的に最適化し続けるモデルへの転換」 

 「新しい時代」への突入をやっていければなあと思います。 

 

ありがとうございました。 

 
 

（要約文責 宮下） 

世界のグラ

ンドチャレ

ンジ 

メガトレン

ドテクノロ

ジー 

社内のビッ

グデータ 
未来に実現し

たいアイデア 

アウトプット
思う存分やってみる　失敗を超えて（スペースx爆発）

「いままで」と「これから」は連続しない。
「自律的に最適化し続けるモデルへの転換」
「新しい時代」への突入をやっていければなあと思
います。

ありがとうございました。
（要約文責　宮下）

井関和美 会員 今日の三松様の卓話からたくさんのハッ
ピーが生まれますように。

大盛敬子 会員 三島駅から長泉町（ながいずみちょう）の
米山梅吉記念館近くまで仕事に行き、嬉
しかったのでニコニコします。

海渡千佳 会員 カニンヘンダックスという小さいサイズの
ダックスフンドのメスを飼い始めました。

 映画「ジュラシック・ワールド」に出てきた、
頭の良い恐竜のリーダー「ブルー」のように
なって欲しいという願いを込めました。

にこにこ合計10,000円

 例会報告  第810回  2021年5月17日（月）
 オンライン例会

接続会員数21名+メーキャップ0名
（正会員60名-休会6名）

出席率 38.89%



ますし、夜の19時30分から21時00分までの１時間半
ですが、出れる方は是非私に一報下さい。

ヨガインストラクター
三松　佳代子　様

【ご紹介】（井関和美会員）
　私の親友のカナダ人のジェニーバさ
んからの紹介なのですが、ヨガをやっているうちに何
かヨガに貢献できないかとヨガギブズバックを始めた
方です。

【卓話】
・  今日はお話しのチャンスをいただきまして皆さんあり

がとうございます。今ロスアンゼルスで夜９時です。
　井関さんとのご縁で数ヵ月前にネットでお話しさせ
ていただいて、とんとん拍子にここまで至ったところ
です。

・ アメリカに来て30年位になるので、日本語でこんな
にお話しするのは久しぶりで、NHKの仕事をずっと
していたのですけれど、yoga gives backの仕事を
始めてからほとんど英語になっちゃって、なんか
ちょっとへんてこになるときがあるかもしれませんが
ご了承下さいませ。
　今日お話しするのは4つ、感謝・奉仕・機会・コミュ
ニティの力です。

・ NPO法人「yoga gives back」の活動を始めたのは
14年前の2007年なんですが、大学は日本で上智を
出て、そのころ私はまだNHKのディレクターを７年
やっていて、心がすっかり疲れ果てやめまして、イギ
リスに２年ほど仕事で行って、その後ずっとロスアン
ゼルスに住んでいます。
　ロスに移住してからずっとNHKドキュメンタリー
の仕事をしていまして、2006年にたまたま企業家の
特集でマイクロファイナンスの件をやり、かなり勉強
しました。マイクロファイナンスの創設者のバングラ
デシュのモハメッドユヌスさんがノーベル平和賞を
取ったころで、私も勉強していました。そのころ心身
が疲れてヨガに通うようになって、アシスタントヨガ
にはまって、47歳だったのですが、ヨガのクラスか
ら出てくると汗をびっしょりかいて本当気持ちいなと
いう、こんな気持ちいいことないなという程よかった
ので、47歳で子どももいないし、夫と二人だけだし
時間とエネルギーはいっぱいあるし、そのころヨガ
のクラスに1500円位払っておしゃれなヨガパンツを
6000円くらいで買ったりしていたのですが、少額ロー
ン（マイクロファイナンス）のドキュメンタリーをやっ

幹事報告（高橋肇幹事）
・ これからの日程ですが、５月24日は休会、５月31日

はオンラインの予定です。
・ 6月７日例会は対面を予定していますが、緊急事態

宣言が延長中なので、今後の状況次第で臨時理事
会で変更されるかもしれません。
・ ５月26日（水）の2750地区大会は完全オンラインと

なりましたので、後程事務局からメールでお知らせい
たします。ご確認下さい。

地区ローターアクト年次大会報告（福元智子直前会長）
　先週土曜日１時から3時45分までアクトの年次大会
に参加致しました。期待して下さいと胸を張っていた
だけあってものすごくオープニングがかっこいい映像
で、いろんな技術を駆使して表現をされていて、先進
的な試みだったなと思いました。見ていても飽きないで、
あっという間の時間だったなと感じました。
　活動報告についても、いろんなクラブが工夫をして
活動をされていたのがとても印象的でした。中央大学
アクトクラブも有路会長が堂々たる立派なスピーチで本
当に感動しました。

（多田多延子会員）
　私は本当にとぎれとぎれにちょっとだけ参加させて
いただいたのですが、私自身がリアルにローターアクト
にお会いしたりとか会合に出たことが無いので実感が
わかなかったのですが、事前にどういうクラブでとか
詳しく教えてもらっていたらもっと関心をもってクラブさ
んの発表を見れたなと、今回は初めての方たちの活動
ということだったので、もう少し事前に勉強しておきた
かったなという感想を持ちました。

（石川和子会員）
　私も参加致しました。ほぼ始めから入れました。本
当に若い皆さんの活動報告を聞くことができたのです
が、若い力は素晴らしいなと思うような報告ばかりで、
ちょっとロータリアンの我々もうかうかしてられないな
という気がいたしました。いろいろ工夫をしてコロナ禍
でもいろいろなことができましたという報告は感動的
でした。これから私たちがすべきことというのは、彼
らがロータリアンを目指していろいろ活動していくこと
を力を込めてサポートしていくことを探っていければな
と思いました。逆にいうと若い力を我々が吸収してま
すます元気に活動していかなくてはいけないなと沢山
のエネルギーをいただきました。中央大学ローターアク
トは、これから日本一を目指すという力強い有路君の
発表があったので、サポートできればうれしいかなと
思いました。

（清宮普美代会長）
　５月19日（水）に中央大学ローターアクトクラブに私
たちがお伺いしてお話ししながら交流を深めることに
なっています。現在まだ3人しかエントリーがないので、
もうちょっとほしいので、個別にメールを送ったりもして

「Yoga gives back For the 
cost of one yoga class, 
You can change a life・・・」

卓
話



で寝て、彼女は廊下で寝るような生活でしたが、心
からロータリアンとして受け入れていただきました。
　ここで人生最大の疑問の解答を得たという瞬間が
ありました。滞在した家庭の冷蔵庫に1週間の家事
分担表が貼ってあって、男女関係なく平等にゴミ捨
て・皿洗いなどの家事を分担していました。
　私がずっと思っていた疑問はおかしくなかったんだ
と、やっぱり最初は平等からいかなきゃとすごく思っ
たんです。冷蔵庫の表が私の永年の疑問に答えをく
れたことはものすごい自信になって、たまたま住んで
いるところに解答がなくても他の地域には解答があ
るんだと、社会に出て行ったら解答があるということ
を教えてくれた、価値観の違う社会があるということ
を教えてくれた有難い経験でした。
　ロータリークラブの皆さんには頭が下がり、心か
ら本当に感謝しております。

・  最後にお話ししたいのは、yoga gives backの活動
をして何を14年間学んできたかといいますと、NHK
ディレクターとして25年から30年やっていろいろ勉
強させていただきましたが、インドに来て貧しい人た
ちと生きるという支援を始めたことから学ぶのは、
生きる力をいただく毎日です。
　Yogaはもっと大きな自分とつながっているので、
Yogaと言われなくてもYogaの実践をされている方
が世の中に沢山いらっしゃるとつくづく思います。

・ もうひとつの重要なことはコミュニティです。私は最
初アイデアだけでこうしたいといっていただけでした
が、それが人から人に伝わってコミュニティに育ち、
私の人生も変わってしまったんですが、恩返しとか
奉仕とか、自分のためではない理由でつながるコミュ
ニティは本当に素晴らしい力があって、世の中にそう
いう方がいっぱいいらっしゃるし、世界中のYogaの
先生ともつながれるし、そうして今日も皆さんとこうし
て繋がれるのです。どうやったら株を何百倍に増や
せるか知りたかったら私のところには来ないので、別
の視点で私の話に興味を持って下さる方たちとこうし
て繋がれることが本当に大きな力になっています。
私たちのYoga gives backのおかげで1400人の女性
や子どもたちの人生を変えて生活を助けられると
思ったら、まだまだやれることはいっぱいあり、あ
と100万倍くらいやりたいと思っています。いろんな
Yogaのおかげで恩恵を被っているのなら是非1000
円でも100円でもいいから募金して、又は一緒に活
動して下さい。
　本日協力してくれるマニーシュさんもそうですが、
世界中で100人以上の方がアンバサダーとなって自
分のコミュニティの生徒さんに声を掛けてこの活動
に参加して下さっています。それではマニーシュさん、

「なぜyoga gives backを応援しているのか」そして
「そこから何か得ることがあるのか」お話しください。

ていたので、もし私たちがこの1000円程度をマイク
ロファイナンスにして世界中のヨガで恩恵を被ってい
る人たちが皆でそれを一つのバケツに入れたらどれ
だけの人たちを応援できるだろうかと考えたのです。
　これを先生に話したり皆に話したりしていたら、
皆がグッドアイデアだと協力してくれるようになり、ヨ
ガの大きな組織が応援してくれたり動き始めて、大
変な過去14年間でしたが、世界30か国のヨガコミュ
ニティの皆さんが参加して下さって、インドの貧困層
のお母さんたちと青少年に少額ファイナンスや教育
ローンを提供して、1400人規模まで支援できる組織
になりました。
　まだまだやれることはいっぱいあり、私たちの目
標は世界に3億人いるというヨガ人口のごく一部100
万人でも参加してくれればというのが第一の目標で
す。是非日本の皆さんにも参加していただきたいと
思っています。
・ インドは現在、コロナの第二波で非常に大きな打撃

を受けています。
　忘れられている貧困層の人たちが一番打撃を受け
ていて、その経済的社会的な余波を受け続けるのは
文盲だったりカーストの最下層の人たちで、私たちが
支援している少女たちは農村で、13，4歳になると
お金がないから結婚しなさいと言われている子たち
がいっぱいいます。だから少女結婚を防止するため
に私たちの支援は、奨学金とか少額ローンにあてて
いたお金を緊急支援として食糧を与えるプロジェクト
に移行しています。
　インドに行くようになってこれで14年目ですが、貧
しい農村地域で支援している少女たち・女性たちか
らは、インドはまだまだ男女差別が深刻だと話して
います。
　最近気になった数字があります。日本は男女平等
ランキングが世界で120位、インドは141位です。
　日本の男女平等は遅れている、私の経験でも子ど
ものころ私の兄は勉強勉強なんですが、私はいつも
お皿洗いをしていたし、なんで私がいつもお皿を洗
うのと母に言うと、「あなたは女の子だからよ」と言
われており、父の転勤でも私はいつも連れて行かれ、
兄はいつも勉強が大事だと東京に残っていたのです。
　おとなになってからこれはいい経験をしていたん
だということが分かりました。
・ 私は1978年から1979年に東京城北RCのご支援で

オーストラリアに高校生として留学させて頂きまし
た。本当にその時の経験というのが人生の選択に大
きな影響を持っていて、ロータリーの奉仕の精神の
プログラムは本当に素晴らしいもので支えていただ
きました。オーストラリアに到着したら日本人が誰も
いない地域で、4家族に3ヵ月ずつお世話になった
のですが、本当にミドルクラスの家庭で、ご両親と
もに働いて子どもも3，4人いて、私が娘さんの部屋



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

（アンバサダー　マニーシュ・カルラ様）
　実は今私は、西表島（いりおもてじ
ま）に来ています。
　私がアンバサダーになったのは佳代
子さんの熱心さ、自分より大きなもの、
自分が生まれた国ではないインドにYogaの恩恵を感じ
てgive backしたいという熱心さがやっぱり８年前に
会った時にすごく伝わって、やっぱりHelpしたいなと感
じたのです。私は小さい時からインド系カナダ人です
が、小さい時からインドへ行った時、その激しい貧富
の差を見てあまりにもびっくりして、もらっている人はも
らっていない人:他人のためになる奉仕（サービス）を
することで自分らしくなれると小さい時から言われて、
意味は分からなかったのですが、人のためになるとい
うマザーテレサみたいな人がずっとやってることはヒン
ディー語でいうと「セワ」といい、日本語でいうと「お
世話する」という言葉があるじゃないですか、それを
初めて知ったとき日本とインドはものすごい近い、密着
していると感じました。実は私は日本20年以上なんで
すけど、日本とインドの親しさというのはお寺とか行く
とすぐわかるじゃないですか。仏教の教えのためお寺
で合宿をやるんですが、そのとき高野山とか行くので
すが、そういうときは明らかにインドと日本のリレーショ
ンシップを感じます。3年前に日本から20人位連れて
行ったときにインドの貧富の差が極端にある国で、連
れて行った生徒さんたち皆の目が変わった。
　１回気付いたら本当にちょっとしたことでyogaクラ
スの1000円とか2000円でどれぐらい人の人生を変えら
れるか、１回それに気づいたらもう永遠に助けたくなる。
特に佳代子さんみたいな人が熱心でyoga gives back
を通してgiveすること、世話することをちゃんとしたく
なる。だから私も８年目になるんですけど、できるだけ
廻りの生徒さんとか友達とか、日本だけでなく海外で
もいろんなかたちでなんかするように頑張っています。
これからもご縁でロータリークラブの何かできることは
うれしいことです。Yogaから何かを得ていると感じた
ら、その母国インドに何かをシェアしたいなと思うと思
います。

（要約文責　宮下）


