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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。

清宮普美代会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　毎回のことですが、コロナの話で緊急事態宣言が
発令されたので、今回もオンラインとなりました。今期
は今日を含めてあと3回しかないんですが、皆さんと対
面でお会いできない可能性も高まっています。とはいい
ながら、今日の例会には素敵な卓話者をお呼びしてお
りますので皆さんと楽しく過ごせればと思っています。
　それでは第811回例会を開始致したいと思います。

ロータリーソング
　「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。
　本日のお客様は４名です。
・本日の卓話をして下さるGftd	Japan株式会社
　会長　河崎純真　様
・ゲスト　松田千恵子　様
・ゲスト　山本伸恵　様
・中央大学RAC　土田裕貴　様
	

GIFTED�JAPAN
会長　河崎　純真　様

【紹介】（清宮普美代会長）
　GIFTED	AGENT株式会社CEO
会長になられた河崎純真様をお呼びしました。
河崎様は、4,5年前、ご本人がまだ20代のときお目に
かかって衝撃を受けた、確かに嵐でもあったのですが、
彼の話を聞いてこんなに新しい世界観を持っている方
がいるんだなとそこから心酔して河崎教に入っている状
態です。ブロックチェーンとこれからの社会をどう作る
のか、これから彼が50年取り組むという社会変革につ
いての一端を今日皆さんとシェアできればなと思います。

【卓話】
（プロフィール）
　ちなみに私は今29歳です。13歳からプログラミング
をやっています。15歳で家出して、バックパッカーとな
りあちこち廻りました。
　17歳でスタートアップの会社を作り、18歳のときその
会社を売却するという経験もあります。その後慶応義
塾大学文学部に入って、アメリカで2社、日本で2社
会社を興して、今、GIFTED	JAPANという会社を7
年前に趣味で作ったのですが、発達障害を抱える人に
プログラミング教育をする福祉施設を日本で今４ヵ所く
らいやっています。うちの会社は「いい感じの社会をつ
くる」というヴィジョンなんですけど、発達障害を抱え
た人たちが生き易い社会をつくりたいということをやっ
ています。
　ちなみに私の母が、65，6歳ですがアスペルガーで、

清宮普美代会長	 本日は、私がとても尊敬している、河崎さ
んに卓話にいらしていただきました。ちょっと
〈天才〉ですが、みなさんにご紹介させて
いただくのがうれしいので、ニコニコします。

石川和 子 会員	 今日も元気でニコニコです。
大盛敬子 会員	 念願の女性専門家集団の一般社団法人

を立ち上げたのでニコニコします。
海渡千佳 会員	 「天ぷら　近藤」さんが、美味しい天ぷら

のコツの動画をアップされているのを発見。
ちょっとした一手間、プロとの違いが分かり
ました。アスパラの美味しい季節になりまし
たので、今度やってみようと思います。

野呂洋 子 会員	 本日もお天気が良く、梅雨はまだのようで
すね！

	 皆様になかなかお会いできず、さみしいで
すがお会いできる日を楽しみにしています！

水野珠貴 会員	 先日ロータリーに入会して初めての誕生日
プレゼントを頂戴しました。ありがとうござ
いました！	これからもお役に立てるよう頑張
ります！

にこにこ合計18,000円

� 例会報告  第811回  2021年5月31日（月）
	 オンライン例会

接続会員数24名+メーキャップ0名
（正会員61名-休会6名）

出席率 43.64%

「馬車から鉄道、郵便からメール、
   銀行・国からブロックチェーン」
－近代資本主義から共感資本主義へ－

卓
話



アニメーターとしてカリオストロの城とか宮崎駿さんの
下でベルサイユのバラとか画いたのですが、絵はすご
い得意ですが、洗濯・掃除・家事・人付き合いが下手で、
絵に特化した大変な生き方で、そういう発達障害の人
も活躍できて生きやすい社会をつくりたいので、会社
を作りました。
　今、社員は13人位ですが、全員発達障害の人で、
事業者さんが40，50人でやっています。今年社長を退
任し、代表取締役会長になり、新しい活動をやってい
こうとやっています。
　あと、私はお坊さんでして、ちょうど3週間前に香川
のお寺の2代目になりました。私が15歳で家出した理
由が、実家がクリスチャンだったからです。母もクリス
チャンで、兄弟5人の一番下なんですが、25歳のとき
比叡山延暦寺で修業して本山得度しまして、お寺の二
代目のお坊さんになりました。

（卓話のお話）
・近代資本主義から共感資本主義へ
資本とは貨幣ではなく、人々同志のつながりと、共
通の目的に向けた協創である。
　　安定した環境　→　不安定な環境
　　価値共同体プラットフォームの出現
　　未来志向で変化を生み出す共同体・組織
　　仮想通貨とスマート契約書の普及
　　開きつつ閉じた価値共同体
　　多元化と一元化を行ったり来たりしながら重層的
・今日15分で伝えたいこと
　　私たちの未来予測（3分）
　　ブロックチェーンとは何か？（5分）
　　共感資本主義経済とは何か？（5分）
　　これからの世代の生存戦略について（2分）
・未来予測
2045年、テクノロジーの進歩によって人工知能が人
間の能力を超える。
社会はどう変わるのか？
国家が数十万から数百万個に増える。
中央銀行と強大な近代国家が消え、より小さいコ
ミュニティによって政府が成り立つ。
未来学者　ジャックアタリ「21世紀の歴史」
国家が衰退し、グローバル資本主義が次の覇権
を握ると共に共感・利他主義の波も同時に訪れる。
19世紀から20世紀	 	ロンドン・ボストン・ニュー

ヨーク中心に産業革命・金
融革命

	 	ロスアンゼルス中心に情報
革命

21世紀　2010年から2035年
　　　超帝国「市場」が生まれる。
　　　ユビキタス
　　　自動運転

　　　中国政権崩壊
　　　国家が国全体を支配できなくなる。
　　　　　　2035年から2100年
　　　超民主主義＝共感資本主義経済
　　　公海上に自由主義の都市国家建設プログラム
　　　　	Mフリードマンの孫、元Googleエンジニアが

2050年までに数千万人の居住者を目指す。ポ
リネシアの近海。

・ブロックチェーン
特徴　異なるチェーンを複数人で持てること、これ
は新しい信用の形。
人間の有史以来、中央集権的な仕組みまでしか成し
遂げなかった信用の仕組みをブロックチェーンは大
幅に変えた。
暴力に依らず低コストで安全に信用を担保できる。
信用は陳腐化し、価値のみを評価する時代となる。

・各国の具体的な事例
エストニア：国と国民のやり取りを一枚のカードに納
めた。
グルジア：土地台帳管理システムにブロックチェーン
を導入。
ドバイ（VAE）：税関と貿易で導入。
イギリス：労働年金で実験。
シンガポール：すごい勢いで投資が進む。
スイス：スタートアップが、政府システム導入を目指す。
スウェーデン：エストニアを参考にすべての国家シス
テムに導入。
ガーナ：グルジアに続き、土地管理に利用。

・基軸通貨（信用の担保）の移り変わり
17世紀 18世紀 19世紀 20世紀 21世紀
ダカット グルテン ポンド ドル デジタル通貨
イタリア オランダ イギリス アメリカ （団体、都市？）

（画面上確
認できず）

アムステル
ダム銀行

イングラン
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危機
オランダ証
券取引所 ジョン・ロー スタンダードオイル www.AI
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・共感経済とは？
突然ですが、あなたは何のために働いていますか？
ネットの発達で個人間の関連性が重層的・多元化時
代の流れ・接するメディアによって心の拠り所は変化
多元的な信用により経済圏でなく、多元的な共感に
よる経済圏が有効化
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・社会資本とは、無限の共感価値創造装置である。
　個人は三つの資本を持つことができる。
　　人的資本：金融資本と共感資本の創造力
　　金融資本：自由経済市場における信用力
　　社会関係資本：関係性・家族・友人・文化など
　　ブロックチェーンによって、信用は価値がなくなった。

標準化された供給者中心の社会から、多層性・多
義性を認めるコミュニティ中心の社会へ。

供給者主導 消費者・
企業主導

共感のコミュニ
ティ主導

価値・
社会

国家資本主義
大量消費大量
生産

グローバル資本
主義
オンデマンド消
費

共感資本主義
関係性と指標
の多様化

組織の
役割

工場・利益＝価
値－製造原価
大量生産による
デリバリー

顧客中心サー
ビスの担い手
利益＝経済価
値・資源調達
コスト

共創共生社会
の担い手
利益＝多様な
価値－調整コス
ト

資源
配分

経営資源囲い
込み
標準化と合理
化

水平分業と垂
直連携
規制緩和と競
争原理

異業種やNPO
連携
地球環境資源
の共有と再配
分

組織
構造

縦割・階層型
構造
軍隊的固定組
織

ネットワーク型構
造
人材・企業の
オープン化

分散ネットワーク
型
人材・企業のノ
マド化（越境）

考え方
客観的事実
西洋近代合理
主義

感動の共感的
理解
円循環的文化
と生活洞察

相互主義拡張
螺旋的・異なる
文脈間の創究

テク
ノロジー

効率化のため
の情報システム
構築

財務資産運用
のためのIT

非財務資産連
携のためのオー
プンソース
ブロックチェー
ン・AIの活用

・いい感じとブロックチェーン
分散型社会に必要とされるのは、“いい感じ”の精神
一切皆空、諸法無我、諸行無常、涅槃寂静、いい
感じ
いい感じをもって貴しと為す

地球全域にまたがる国境を越えた社会保障サービス
の提供
新しい物語

ご清聴ありがとうございました。
（要約文責　宮下）

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。

清宮普美代会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　もう6月の第1回目の例会になります。6月というの
は、ロータリークラブでは年度末で、今回が今年度の
最後になります。本日はクラブ協議会がございまして、
できれば各委員会で話し合う時間を、10分程度かもし
れませんが、もっていただければと思います。本日は
例会とクラブ協議会を合わせて14時まで時間をとって
いただければと思います。
　台北牡丹RCから今度日本政府がワクチンを贈ってい
ただいたことについてものすごくお礼を言われています。
是非今後も牡丹RCとの交流を続けて下さい。何かで
きることがあれば手を差し伸べたいと思っています。
　それでは第812回例会を開始させていただきたいと
思います。

ロータリーソング
　「君が代」

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。
　本日のお客様は、1名です。
　本日卓話をしていただく歯科医師　今西裕介　様

幹事報告（高橋肇幹事）
　6月21日（月）が今年度最終例会になりますので、
緊急事態宣言が延長されなければ対面で帝国ホテル
で開く予定です。是非皆さん久しぶりにお会いすると
思いますのでよろしくお願い致します。

6月のハッピーバースデイ
須永珠代会員（28日生れ）、高橋肇会員（7日生れ）、
野呂洋子会員（26日生れ）、原川雅貴子会員（10日生れ）、
宮下文夫会員（17日生れ）
【お礼　野呂洋子会員】
　今年オリンピックがあると信じて、ハンドボールの代
表選手の活躍を期待しています。皆さん是非応援よろ
しくお願い致します。

� 例会報告  第812回  2021年6月7日（月）
	 オンライン例会

接続会員数25名+メーキャップ0名
（正会員61名-休会6名）

出席率 45.45%



【卓話】
皆さんこんにちは！
本日はお話しさせていただける機会を下さり本当にあり
がとうございます。本日は緊急事態宣言中でもありリ
モートになりますが、心より感謝申し上げます。
・3月11日（2011年3月11日14時46分18秒）
　この数字を見て何を思い浮かべるでしょうか？
　我が国最大のマグニチュード9.0を記録した東日本
大震災です。私は、大学の歯科医の同級生でもある
先生2人と震災9日後に薬やいろいろなものが足りな
いということで被災地へ向かうことになりました。ま
だ現地が混乱しているということで待機を求められ
ましたが、待機をしている間にも分刻み秒刻みで人
が亡くなっているという状態でしたので、事前の準
備をしっかりしまして、特に薬・錠剤、そういったも
のを車に積み込んで準備をしました。
　「緊急車両　Hello	Alson	ボランティア　よみがえ
れ東北」というステッカーを貼って、警察に緊急車
両登録をしまして、ダッシュボードに許可証を置いて
現地へ向かいました。その際気を付けなければいけ
ないのは、準備が大切で二次災害のおそれもあるの
で、その場ののりや勢いで行動してはいけないとい
うことです。私たちは往きと帰りのガソリンも積んで
現地へ向かいました。
　歯は何故大切なのでしょうか？
・	歯は生きるための食べ物を取り込む最初の咀嚼
器官です。
・大切な唾液はかまなければ充分出ません。
・かむことによって脳が刺激を受けます。
・咀嚼は知能を高めます。
・咬合力は運動能力を高めます。
・かみ合わせは平衡感覚に影響しています。
・かみ合わせは姿勢と関係しています。
・	健康で人間らしく長生きするために、歯は、と
ても大切です。
・すなわち歯は命の源なのです。

　夜中の高速道路を、街の灯も完全に消えたなか、
南三陸の現地へ出向きました。
　高速道路を下りてまず目についたのは、津波避難
場所という看板が地震で倒されていたことです。ま
ず、山元町役場へ行きました。入ると掲示板に安否
確認の掲示物がいっぱいありました。ホワイトボー
ドには、安否確認・遺体安置・死亡届等刑事ドラマ
のようなものがどんと書いてあります。
　寸断された線路です。NHK朝ドラの舞台になっ
た南三陸鉄道の線路です。まさに映画のワンセット
のように自動車がゴジラが街を歩いた跡のように飛
ばされています。
　公立志津川病院で、NHKのニュースでシーツで
屋上にSOSと表示していた病院です。3階までが津
波で壊され、屋上に避難したひとたちの目の前をベッ

歯科医　今西　裕介　様

【プロフィール】
1973年12月5日兵庫県高砂市生まれ
2004年	 	吉井歯科診療所（群馬

県高崎市）院長
	 フィリピン医療を支える会　入会
2006年～	 	ハローアルソンフィリピン医療を支える会

現地統括責任者　就任
2016年7月	いまにし歯科診療所（世田谷区経堂）開院
（その他）
1998年日本コロムビアより音楽ユニットSURE『シュア』
のボーカルとしてメジャーデビュー。
その後
〇KISSFM神戸『GO！GO！KISS』
〇札幌AIR︲G『BEAT	KIDS	STREET』
〇FM愛知『SUREのコーヒーいただけますか』等の
レギュラーパーソナリティを務め、
2002年　ZETTAMUSICからソロデビュー
現在、東京レインボータウンFM　毎週金曜日21︲22時
『今西裕介のハロアルレディオ』のレギュラーパーソナ
リティを務める。

【富田洋平会長エレクトご紹介】
　皆様、おつかれさまでございます。本日の卓話の今
西裕介様をご紹介いたします。
　普段から仲良くさせていただいている先生なんです
が、三言で言うと、熱い・正直・男前、これに尽きます。
　目の前のことに全力投球できる先生です。女性には
優しく、子どもには大人気なんですが、おっさんからも
大人気の歯科医です。いまにし歯科診療所で院長をさ
れています。
　特筆すべきは、1998年日本コロムビアより『SURE』
というバンドユニットでメジャーデビューしています。昔
やっていたアンビリバブルのエンディングを歌っていた
んです。昔、HONDAのアシモのコマーシャルで、タン
タンタララーンなど言っていた人が今西さんです。FM
神戸、札幌AIR︲G、FM愛知のレギュラーパーソナリ
ティを務めて、2002年ZETTA	MUSICからボーカル
でもソロデビューしています。現在は東京レインボータ
ウンFMでパーソナリティを務め、二足の草鞋を履いた
方でございます。
　本日は当クラブで支援をさせていただく「フィリピン
ハローアルソン医療プロジェクト」についてを中心とす
る話となります。
　どうぞよろしくお願い致します。

「『歯は命の源』
　～夢は15歳まで生きること～」

卓
話



こないんですね。私にも3人の娘がいますけれど、
この子どもたちが自分のこどもとダブって仕方ありま
せん。
　これは13歳の女の子です。やはり虫歯で痛みを伴
うもので、その痛みを回避するには抜歯しかありませ
ん。そして少々貧血した青ざめた顔で私たちに「サン
キュー」と言ってくれるのですが、とても切ないです。
　中には初めての歯科治療と麻酔で貧血で倒れてし
まう子どももいます。そうした場合は、私たちは医療
チームですので、この子たちが命を失うということは
ありませんけれど、ショックを受けて倒れてでも歯の
治療を受けたいと列に並ぶんです。
　子どもたちはどんなに恐くても、この治療を受け
なければ二度と歯の治療を受けるチャンスはないこ
とが分かっているのです。血だらけの綿を噛みなが
ら、私たちに「サンキュー」「サンキュー」と言ってく
れます。
　たくさんの歯が抜かれるのですが、永久歯です。
抜いていい歯なんて1本もないんです。これが最高
も最低もない、これしかできないのです。この抜去
歯が私には子どもたちの涙に見えるのです。本当に
こんなことしていいんだろうか。毎年毎年、心の葛
藤をしております。

・ 	毎年薬を持って行きます。英語とタガログ語で飲み
方が書いてあります。この薬のエピソードですが、
ある年、8歳の男の子が私たちの目の前に来て「痛
い痛い」というので、歯を抜きました。お薬も渡し
てあげました。午後になるとその子がまた列に並ん
でいました。何かトラブルがあったのかなと聞くと、
「この歯も痛い、この歯も痛い、僕の歯を全部抜い
て下さい」と言うのです。なんでだろう。痛い筈が
ない。なんなのかな。とよくよく話を聞くと、この子
のおうちには寝たきりのお母さんがいる。お母さん
のために薬を持って帰りたい。僕の歯を抜けば薬を
くれるんだよね。だからこの歯も抜いて、この歯も
抜いて、と言って薬をたくさんもらいたいと言って私
たちのボランティアの列に並ぶんです。当然のように
私たちにも余分の薬はないんです。そういうことを1
人にするとそういう子どもはたくさんいるので、きり
がありません。
　私はこのとき現地の統括責任者をしておりました
が、廻りの目を盗んで、裏でこの子に薬を渡してあ
げました。この行動も実はいいことではないのです。
でも私は、歯を抜かずにお母さんに渡してあげてと
いうことで薬を渡しました。でもこういう子どもたち
が沢山いるので本当はやっちゃいけないことなんで
すが、毎年こういう葛藤があります。

・フィリピンの歯科治療
　フィリピンにも歯科医院はあります。マニラ市内に
はものすごい歯科医院があります。日本と変わりま
せん。

ドに寝かされた患者さんが管を付けられたまま流さ
れていったそうです。
・	高台のベイサイドアリーナという体育館が、南三陸
のこの地域の皆さんの避難所になっており、救急車
や自衛隊の車両が集まっていましたが、そのナンバー
は、関西・九州・関東、いろいろなところからきて
いました。この体育館の裏口では、ご遺体の安置さ
れた棺桶を搬出している状態でした。

・フィリピンのスラム
　これは東北大震災の現場ではなく、現在のフィリ
ピンのスラムの写真です。ごみ溜めで生活している
彼らにとって、子どもらも裸足です。
　インフラ整備が整っていないため、雨が降れば汚
水がたまります。感染症の危険が非常にある30℃を
超える猛暑の中雨が降って、強烈なにおいを発しま
す。日本の真夏に生ごみを出してゴミステーションに
山積みになっているところで、その袋を開いて顔を
突っ込んでにおいをかぐ、というような状況です。
　一家のお父さんの仕事が、ごみからペットボトルを
集める仕事です。この部屋は強烈なにおいで、私も
我慢できずにタオルで口と鼻を覆ってしまいました。
　ごみを拾うスカベンジャーと呼ばれる子どもたち
は、ごみ収集車に乗り込んで、缶など換金できるも
のを拾います。
　スラムの住居はどこが入口か分からないようなも
のに住んでいる方がたくさんいます。ラーメン屋の窓
の外には、中の食事風景を覗いて空腹をしのぐスラ
ムの住民がいます。
　でも子どもたちは、本当に底抜けに明るい。とに
かくカメラを向ければ笑顔を見せてくれます。皆夢を
持っている。数人の少女は、「15歳まで生きていたい」
と言いました。こんな子どもたちがいます。
・私たちの無償医療プロジェクト
　経済も大事、オリンピックも大事。でもこの子ども
たちを放っておいていいのでしょうか。そんなスラム
の子どもたちに、私たちは無償の医療を提供するプ
ロジェクトを始めました。
　この12歳の少女は、わたしたちのところに歯が痛
いということで私の前に来てくれたとき、前歯4本が
痛みを伴う虫歯になっていました。
　さて、みなさんのお子様・お孫さんがこういう状態
だったらどういう治療をするでしょうか。日本ならま
ず麻酔をして、神経を取って、根の治療をして何回
か通ってもらって治療するところですが、フィリピン
のスラムではたった1回きりの治療しかできません。
しかもこの子にとって一生で最初で最後の治療にな
るかもしれません。わたしたちのフィリピンでの治療
は、全部抜歯です。歯を抜くことしかできないのです。
生えたばかりの永久歯でも片っ端から抜いていきま
す。私は一歯科医師として本当に人道支援と呼べる
のかと毎年毎年心の葛藤をしております。もう生えて



るのですが、ロータリークラブや地元警察の協力で、
最短で現地へ到着することができます。
　現場ではたくさんのひとたちが私たちのボランティ
ア医療を待ってくれています。でもこの全部を診るこ
とはできないんです。
　今新しい地区が私たちのボランティアを申し込ん
でも8年待ちだそうです。今回はコロナで行けてい
ませんので、自動的に9年待ちということになってい
ます。

・日本の高校生もボランティア参加
　私たちのボランティアは、日本の高校生も連れて
行きます。
　今までで延べ500名以上の高校生を全国から募集
して、現地にボランティア助手として連れて行ってい
ます。

・	ボランティア医療現場はだいたいこういう感じで、手
作りで診察スペースを作って数少ない道具を使って、
フィリピンの患者さんを診させていただいています。
　歯科医師が治療をし、高校生たちが懐中電灯で
照らしたり、頭を押さえたり、患者さんを誘導したり、
又他の社会人・経営者などたくさんの人が私たちの活
動を支援して下さり、私たちの会は成り立っています。
　参加できる方は是非ご協力下さい。紹介者の富田
さんの方にご連絡下さい。

・ハローアルソンフィリピン医療を支える会
会長　林春二（事務局長野県御代田町　林歯科診
療所）
東京支部　今西裕介（世田谷区いまにし歯科診療
所）
【集めているもの】
歯ブラシ（未使用）　旅館、ホテルなどの物でも可
タオル（未使用）　　　　　　〃
固形石けん（未使用）　　　　〃
輸送費に莫大な費用がかかるため
募金でのご協力もよろしくお願いします。

（要約文責　宮下）

　昼間の歯科医院を見学させてもらいましたが、患
者さんが誰もいないのです。でも道具はもう日本と変
わらないくらい最新の設備が揃っています。
　結局は、富裕層の方々が1回少数来てくれたら経
営は成り立つので、歯医者さんはこれでいいという感
じです。ただ、こちらの歯医者さんにスラムに行っ
て診てあげたらいいじゃないかとは言えませんね。
それは日本も同じです。
・	汚れた水で洗濯しているのが現状で、雨水をためて
お風呂代わりにしているんですが、とにかく子どもた
ちは楽しそうなんです。

・	水浴びをする女の子ですが、この子に水をかけてい
るのはお母さんではありません。お父さん・お母さ
んが蒸発してしまい、孤児院に預けられているので
す。この子は生まれながらにして国籍や住民登録を
しておりません。ですから、大人になってもおそらく
働き口はなく、私たちと同じような熱いお湯の出る
シャワーに入れる日は一生来ないかもしれません。
それどころか、大人になる前に命が終るかもしれま
せん。こういう子どもが世界にはたくさんいるんです。

・ 	平日、川のほとりに行きますと、学校に行けない子
どもたちがゴミ拾いをしています。足元を見ると裸足
です。けがをしてしまうと、感染を起こし、破傷風
になって命を落としてしまう子どもたちも沢山います。

・ 	運河を大きなタンカーが通り過ぎる横で小さな子供
が筏のようなもので、水面に浮かぶペットボトルを
拾っています。

・	私たちが住んでいるこの地球には約75億の人たち
がいます。
　その人たちの中で日本人のように不自由なく生活を
している人はたった10％に過ぎません。反対に1日
たった100円で生活している極貧層の人が13億人、
約5分の1に当たります。貧困のために3秒に1人の
子どもが死んでしまい、発展途上国では7人に1人
の子どもが5歳の誕生日を迎えることができません。
・豊かさとは。
　人間は決して一人では生きていけません。誰かに
寄り添い、助け合いながら生きていきます。しかし、
運命によって自分だけではどうすることもできない状
況で生きている人たちもいます。
　食べるものも、寝る所も、電気も、水道も、時に、
親・兄弟・友達とも離ればなれに・・
　皆さんはどう感じますか？
　私たちには何ができるのでしょうか？
・奪い合えばなくなるが、分け合えば余る！
・	私たちの活動は、現地のRAHA	SULAYMAN	RC
が私たちとタッグを組んで協力してくれています。マ
ニラの渋滞は東京の渋滞とは比べものになりません。
私たちがボランティアの現場へ到着するまで正規の
交通ルールに従っていたのでは到着に何時間もかか



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

時枝紀子銀座・日本橋グループ	 いよいよ今年度最後の月となりました。清
宮会長、高橋幹事、本当にお疲れ様で
した。ガバナー補佐としては福元さんにグ
ループ幹事をお引受けいただき、クラブの
皆様のご協力の下、コロナ禍を乗り切れ
たこと、心より感謝いたしております。これ
からも当クラブが魅力的で有意義なクラブ
になれるよう研鑽を重ねて参りましょう！

高橋　肇 幹事	 6月7日、今日は誕生日当日なのでニコニコ
します。

大盛敬子 会員	
海渡千佳 会員	 新緑の美しい、1年のうちで一番好きな季

節になりました。植物からエネルギーをもら
える気がします。

かづきれいこ会員	
山下 　 江 会員	 広島の修道高校の後輩の山縣亮太君が

100m9秒95の日本新記録達成！	お祝いと
一層の活躍を祈念してニコニコします。

にこにこ合計16,000円

ガバナー補佐


