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開会説明（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　こんばんは！
　本日は、19時くらいまでを夜間例会、それ以降を
Newファイヤーサイドとして開催いたします。
　例会の際、お飲み物、軽食などは大丈夫ですが、
どうぞ静粛にご参加下さい。
　また、例会終了後、19時くらいに、ファイヤーサイド
開始の合図に改めて「乾杯」をいたします。少し、準
備時間を取りますので、ファイヤーサイド開始の際には
お手元にお飲み物をご用意ください。
　なお、この例会の様子は記録用として、録画をさせ
ていただいておりますので個人情報の許諾を予めよろ
しくお願いいたします。

清宮普美代会長　開会点鐘
　皆様こんにちは！　清宮です。
　それでは783回夜間例会を開始させていただきます。

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン夜間例会にようこそご参加下さいました。
　本日のオンライン夜間例会兼Newファイヤーサイド
ミーティングの参加者は、「穂の花」（白坂亜紀会員経
営）に白坂会員以下5名、「ハミルトン1」（高橋肇幹
事経営）に高橋幹事以下5名、同じく「ハミルトン2」
にナタリーさん・清宮会長など3名、「せいとう」（城麻

里奈会員経営）に城会員以下5名、「アオシマ」（城麻
里奈会員経営）に4人、「青（ハル）」（諏訪智美会員
経営）に諏訪会員以下5名、「エスコフィエ」（池内純
人会員経営関与）に池内会員以下4名、ご自宅から参
加9名の合計40名です。

幹事報告（高橋肇幹事）
・�9月7日の理事会は10時から11時30分まで対面と
Zoomのハイブリッドとして開かれます。
　対面会場は銀座7丁目の銀座第7ビル4階となり
ます。詳細は追って事務局から連絡されますのでお
待ち下さい。

・�10月から地区補助金奉仕事業として、山下ハルさん
と共同して港区の貧困一人親家庭に野菜BOXを届
けるプロジェクトが始まります。
　追って詳細を広報しますので、皆様のご協力をお
願い致します。

ナタリーさんと一緒に浴衣を楽しむ会（山田桂子会員、
西村美寿穂会員）

　8月25日（火）、13時30分から銀座と六本木を
Zoomでつないで、米山留学生のナタリーさんと一緒に
浴衣のハイブリッド着付け教室を行います。
　皆様ご参加下さい。
　第一部のレッスンでは、浴衣に
兵児帯を結びます（ナタリーさんに
は当クラブから浴衣と兵児帯をプ
レゼントしています）。レッスンを
Zoomで中継いたしますので、ナタリーさんのレッスン
を見ながら各自浴衣をご着用お願い致します。
　第二部では、外出し、浴衣での夏を楽しみます。
ナタリーさんは虎屋茶寮までお散歩し、同所で涼をと
り、日本の夏を浴衣で楽しむ予定です。

（要約文責　山田）

高 橋 肇 幹 事� 初めてのオンライン夜間例会、楽しみです
ペイペイで入金しました

� ニコニコします
大盛敬子 会員� 早く涼しくなって欲しいのでニコニコします。
海渡千佳 会員� with�コロナ時代の新しい夜間例会第一

回目。皆さまにそれぞれの形で繋がりなが
ら、お楽しみ頂きましたら、嬉しいです。

にこにこ合計9,000円

� 例会報告  第783回  2020年8月24日（月）
	 オンライン夜間例会

接続会員数40名+メーキャップ0名
（正会員59名-休会5名）

出席率 74.07%



されました。
・�11月14日（土）に今期初の画廊巡りを実施しますので、
協力者の参加をお待ちしています。

8月24日夜間例会報告（海渡千佳会員組織委員長）
　今回初めて夜間例会として会員の7店舗とご自宅か
らそれぞれオンライン参加して実施しました。
　自宅参加の方から「お店は皆楽しそうで面白そう。
次回はお店に参加したい。」との声をいただきました。
会員のお店へ参加された会員からは「楽しかった。次
は別のお店へ行きたい。」との声がありました。
　いろいろ反省すべき点もありましたので、今後改善し
ていきたいと思います。今後は昼間のオンライン例会
で会員のお店に4人程度ずつ参加する形も考えてチャ
レンジしていきたいと思います。

地区補助金事業「ひとり親家庭支援�野菜ギフトBOX
プロジェクト」報告（清宮普美代会長）
　本日は井関奉仕プロジェクト委員長がおやすみなの
で、私が説明を代行致します。
　地区補助金が下りましたので、山下ハルさんと共同
で港区の貧困一人親家庭支援プロジェクトを10月17日
（土）に予定しています。
　ギフトBOXにいれるカードを手書きして下さるメン
バーを募っています。詳しい予定は、来週の例会には
お伝えできると思います。

国際クラウドファンディング事業報告（中央大学ロー
ターアクト　有路幹太会長）
　当ローターアクトでは、タイの地方で貧困家庭を支援
するプロジェクトを計画し、初めての試みとしてプロジェ
クト資金68万円の内不足額36万円についてクラウドファ
ンディングを立ち上げています。募集期間の期限があ
と20日と迫ってきましたが、まだ達成できていません。
本日は皆様のお力をお借りできないかとお願いに参り
ました。
　私は高校生の時タイに旅行し貧しい子どもたちを見
て、大学生になったら是非支援活動をやりたいと思い
今に至っています。プロジェクトの詳細はネット上のク
ラウドファンディングのWeb頁に記載されていますので
是非アクセスお願いいたします。
（清宮普美代会長）
　クラウドファンディングのレポートがネット上に出てい
ますので、会員の皆様がアクセスして協力下さることを
期待しています。

RYLA推薦参加者挨拶（丹波七海様）
　私は早稲田大学で国際関係論を学んで
おり、中国に留学経験があり、今4年生
になっています。卒業後は三井系の会社
に就職予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

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！　清宮です。
　784回例会を開始させていただきます。

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。
　今日のお客様は、
・�卓話をお願いしています原尻淳一（はらじり　じゅん
いち）様

・中央大学ローターアクトから
有路幹太様（会長）、石井孝太様（会計）、羽田亘
介様（元能力開発委員会委員長）
・RYLA受講生　丹波七海様
の5名です。

9月のハッピーバースデイ
　石井本子会員（19日生れ）、山田桂子会員（2日生れ）、
幸村実鈴会員（6日生れ）、太田一彦会員（6日生れ）、
池内純人会員（8日生れ）、三木慶子会員（14日生れ）、
中西ふじ子会員（24日生れ）
　事務局から追って素敵なプレゼントが贈られます。

幹事報告（高橋肇幹事）
・�本日は理事会が開かれました。
・�当クラブRYLA2020推薦参加者は、
丹波七海さんと古野蒼空さんの2人と決まりました。

・�地区のIM費用の当クラブ人頭分担金として2,000円
×7月1日会員数56名＝112,000円と決まりました。

・�きものを着て和文化を学び楽しむことを目的とするき
もの同好会（世話人：山田桂子会員、西村美寿穂会
員）の設立が承認されました。

・�中央大学ローターアクトの今期支援金25万円が承認

◀︎左から順に
　有路様
　石井様
　羽田様

� 例会報告  第784回  2020年9月7日（月）
	 オンライン例会

接続会員数28名+メーキャップ1名
（正会員61名-休会5名）

出席率 51.79%



2　「知図」とは何か？
・「みつかる　分かる」手書きマップ作成
時間があると東京の街をプラプラ、地図上にプロッ
トして、仮説を立てて、地図の上に知恵・知識が載っ
ている。
「偶然歩いて見つけた不思議の種をマッピングし、不
思議に対する自分の仮説を書き込んだ図のこと」

・ミヒャエル・エンデ「モモ」
自分の内部を捜すのでなく、課題は外なる生が自分
に近付いてくるもの、これが本当に大事なもの。
世界が自分に差し出してくるものに気付くこと。

・梅棹忠夫
「ひらめき」というものが宇宙線であるとすれば、宇
宙線は万人に降り注いでいるのだからだれでも思い
つける筈だ。
しかし、みんなひらめくけどそれをとらえることがで
きない。宇宙線は、全員同じように届いているんだ
けれど、それをとらえることができない。

3　Feel�℃�Walkの試み
・「八王子Feel�℃�Walk　2020.2.29」
教育委員会が共催し、一般社団法人みつかる＋わか
るが主催。
JR八王子駅周辺からJR西八王子駅周辺
知図作成（慶長年間に大久保長安が高さ6m、長さ
109m余りの塚を築き、頂上に浅間神社を勧請した
のが起源）

・�「新橋・銀座・八丁堀・佃島Feel�℃�Walk　
2020.3.21」
知図作成（日比谷神社の物語が展開）

・「大崎・品川Feel�℃�Walk　2019.12.20」
知図作成（たくさんのお墓）

4　先人たちの知図
・梅棹忠夫
2011年12月から2012年2月　ウメサオタダオ展
「未来を探検する知の道具」
モンゴルを踏査したときのスケッチ、説明文、文章、
絵、道具などの展示
「なにもしらないことはよいことだ。
自分の足で歩き、自分の目で見て、その経験から
自由に考えを発展させることができるからだ。知識
は歩きながら得られる。歩きながら本を読み、読
みながら考え、考えながら歩く。これは一番よい勉
強方法だと私は考えている」
（梅棹忠夫『日本探検』講談社学術文庫）
・南方熊楠（みなかたくまぐす）
2017年12月から2018年3月　「100年早かった智の
人」展　国立科学博物館
森羅万象を探求した研究者とされ、自分の足で歩い
て、顕微鏡で見て、文書に考えを書き留めてきた。

原尻　淳一　様
【プロフィール】
Harajiri�Marketing�Design�代表取
締役�|�一般社団法人みつかる＋わか
る�代表理事
龍谷大学経済学部�客員教授
　1972年埼玉県生まれ。大手広告代理店入社し、主
に飲料のブランドマーケティング業務に携わる。その
後、エイベックスグループに転職し、マーケティング�
部門を統括。アーティストのマーケティング戦略、映画
「レッドクリフ」の宣伝戦略立案、アニメ「ONE�
PIECE」のDVD事業戦略立案を行い、大ヒットに導
いた。現在は、主に食品メーカーや医療検査ベンチャー
等のマーケティングコンサルタントとして活躍している。
また龍谷大学客員教授として「知の技法｜academic�
skills」と「実践的マーケティング」の講義を行っている。
　著書に『IDEA�HACKS!』等、東洋経済ハックシリー
ズ。近著では『ビジュアル�マーケティング・フレームワー
ク』（日経文庫）がある。
　日経ビジネススクール講師。リクルート�マネジメント
スクール講師。環境省や厚生労働省の委員等も歴任し
ている。

1　令和とはどういう時代か？
　明治時代に始まった西欧近代に追い付け追い越せ・
大量消費物語は、明治（起）から大正（承）、昭和（転）
を経て平成（結）で、消費社会（Consumption）・狭義
の情報社会（Communication）としては一旦完結した
ので、令和は新たな創造社会（Creation）として再び「起」
点を立ち上げるタイミングである。
　この「起点」をどう作っていくのかは、今を生きてい
る人にしかできないこと。
（現在の問題点）
・エネルギー環境問題
→�脱炭素社会が必要（このままCO₂の排出を続ける
と、気温が上がり続け、4度上昇するとビジネスが
成立しなくなる。

・教育問題
→�明治以降優秀な官僚育成・労働者育成システムと
して確立してきた。しかし今後は新しいイノベー
ション・クリエーションが必要。

・経済問題
→�デジタル経済の発生（ビジネスのデジタル化を加
速しないとリアルでは体力が続かない）

・地方問題
→�デュアルライフ化（都市と地方を行き来しながら暮
らす生活）、2040年に869都市が消滅（過疎化）。

「知図の力と学びの
　　　　二重構造について」

卓
話



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

・レオナルド・ダ・ヴィンチ
興味を持ったものはなんでもスケッチした。人間の
肉体の構造・植物の形状から流体としての水の動き
まで。
現在7200枚が現存。実際はこの4倍はあったと言
われる。

5　凡人の知図
・もし小学生が6年間毎週「知図」を描き続けたら？

52週×6年＝312枚の知図
これはもう天才の領域なんじゃないか？
・�好奇心の記録と集積を続けることで内発的学びの
動機付けとなる。
創造的プロセスにおける好奇心
↕

消費プロセスにおいても好奇心が起点
（そうしないと市場が仕掛ける消費物語に僕らは取り
込まれて麻痺してしまう）
・�「科学を生んでいく土壌みたいなものですね。そこか
ら生えてきて、葉を出し花を咲かせる部分を科学だ
といえば、哲学は土にあたる。
日本のような科学の後進国は、きれいな花だけ取っ
てきて、上手に生花を作るけれども、その土の部分
はネグレクトされるんですね。もう少し土の部分まで、
科学の領域を広げなければいかん。」（川喜田二郎）
・本来「学び」は二層構造
自分の意思に根差した好奇心＝

豊かな土壌づくり（みつかる）
　　　+　　　　　　　　　+
独自の研究＝　　　　花・葉・実（わかる）
空海の両界曼荼羅
胎蔵曼荼羅と金剛曼荼羅

6　まとめ
・令和は新しい未来の物語を「起」こす時代である。
・教育も新しいビジョンが必要。
・ �偶然見つけた不思議の種をマップ化したものを知図
という。

・�古今東西を問わず、偉人は知図を大量に描き、好奇
心の蓄積が凄まじかった。

・知図＝好奇心の蓄積は、教育の根の部分。
根がなければ木は大きく育たない。
・ �知図を起点として、探求学習を組立てていく、2つ
で1つの学びが必要。

（要約文責　宮下）

清宮普美代会長� 台風10号、本当に心配。
� 自然にせよ、環境にせよ、日々変化を感

じる毎日です。
� そんな時に原尻さんのお話を伺うのが楽

しみです。
� 夜間例会は大成功でしたね。みなさん、

お疲れ様でした！
大盛敬子 会員� 理事会後のズーム参加できず残念なので

次回参加として、ニコニコします。
落合守征 会員� 初めてのオンライン夜間例会、楽しいひと

時をありがとうございました！
金子健彦 会員� ニコニコします。
小林真由美会員� ハミルトンにて、�皆様の素晴らしいお話が

聞けて、お料理も美味しく念願のカツサン
ドが食べれて、幸せなひと時をありがとう
ございました

曽根 章 乃 会員� 対面理事会に出席しましたので例会も対
面だと良かったな。

時枝紀子 会員� いよいよ9月、ガバナー公式訪問も始まり
ます。

� Withコロナで気を引き締めつつも、ロータ
リー活動を楽しみましょう。

にこにこ合計33,000円


