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 開始（大盛敬子SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第829回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は予め個人情報の許諾
をお願い致します。

 富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　先日ブロックファイヤーサイドミーティングを行わせ
て頂きました。非常に楽しく行うことができました。今
月はクリスマス例会も行う予定でございますが、世界
はオミクロン株というのが拡がっておりどうなるかわか
りません。その点も注視しながらすすめていきたいと
思っています。それでは本日も楽しくいきたいと思いま
す。第829回例会を開催致します。

ロータリーソング
　「四つのテスト」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ハイブリッド例会にようこそご参加下さいました。
　本日のゲスト7名です。
・�広島大学大学院�医系科学研究科　口腔生物工学
分野　歯学博士　二川�浩樹　様
・東京サンライズ汐留RC　梅澤�武男　様
・東京南RC　森村�俊介　様
・東京中央RC・会長エレクト　小髙�愛二郎　様
・山下会員ゲスト　新田�信雄　様
・�圓井会員ゲスト　（言語コミュニケーションコンサ
ルタント）　藤本�薫里　様
・かづき会員ゲスト　渡辺�聡子　様

ご案内（東京サンライズ汐留RC　梅澤武男様）
　皆さんこんにちは！
　ただいまご紹介いただきました東
京サンライズ汐留RC　梅澤と申し
ます。本日はお時間をいただきあり
がとうございます。12月12日にチャ

リティコンサートを予定しております。子どもたちを招
待して本物のクラシックコンサートに接していただくと
いうものです。その活動費を子供食堂にプレゼントす
るという企画でございます。二部制でまだ席がたくさん
ございます。場所は港区区民センターです。是非お子
様を連れて本物のクラシックコンサートにご参加いた
だければと思います。どうもありがとうございました。

親睦委員会報告（西村美寿穂会員）
　先週富田年度で初めてのブロックファイヤーサイド
ミーティングが開かれました。おかげさまでリアル出席
26名オンライン参加3名ということで、途中に中央新を
知るクイズとか会員深堀りクイズというものをはさみなが
ら、皆様の親睦になったのではないかなと思っておりま
す。次回も企画を考えております。今回の開催にいろい
ろなご意見をいただきました。全体で参加でいいんじゃ
ないとか、5名上限とする形でよかったとかいただいて
いますので、またそれらをフィードバックさせていただ
いて今後の在り方を考えていきたいと思っております。
　皆様引続きご参加よろしくお願いいたします。
　もう1点、クリスマス例会について、12月20日（月）
帝国ホテルで開催いたします。詳細は追ってご連絡い
たしますが、引続きご参加よろしくお願いいたします。
　こういう時期ですので、参加人数は絞っていきたい
と思います。
　早く手を挙げた早い者勝ちなので是非皆様手を挙げ
ていただければと思います。よろしくお願いいたします。

20周年行事アンケート報告（山下江会長エレクト）
　会長エレクトの山下江です。今日のお知らせは、来
年4月に20周年の記念式典が開催されますが、実行
委員会でいろいろ検討しています。東京中央新RCの
5年後10年後の姿、夢をどういう風にもとうかという
議論になっておりまして、実行委員会の中で未来と過
去の係があり、私は未来の担当となっているのですが、
皆さん全員に、この場でもいろんな意見が出ているの
ですが、5年後10年後の当クラブのイメージというこ
とでアンケートを取らせていただきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

幹事報告（石原忠始幹事）
・�来週は理事会がございますので、理事の方は間違
いなくご出席いただきますようよろしくお願いいたし
ます。

 例会報告  第829回  2021年11月29日（月）
	 ハイブリッド例会

出席会員数22名＋接続会員数4名+メーキャップ0名
（正会員58名-休会6名）

出席率 50.00%



・�あと残りも1ヵ月となりましたので、皆様奮って例会
にご参加下さることをお願いいたします。

歯学博士
二川 浩樹（にかわひろき）先生

【ご紹介】（かづきれいこ会員）
　テーブルに置いてある乳酸菌飲料
をよかったらお飲み下さい。私、二川先生とは本当に
長くて、2006年広島大学キャンパスの授業でお会いし
てからもう15年ですよね。二川先生は素晴らしくて、
大学教授でありながら抗菌剤・抗菌材料を開発して世
の中へ出してものすごい方だなと思います。国立大学
なので先生の手元にはあまり入らず、多くは大学へ行っ
てしまうのですが、最近はコロナに対する抗ウイルス剤
も発表されました。今回のお話を皆さん楽しんでくださ
い。先生よろしくお願いいたします。

【卓話者プロフィール】
歯学博士　広島大学大学院　医系科学研究科　口腔
生物工学研究室
平成17年　�広島大学歯学部　教授
平成21年4月〜　広島大学大学院　教授
日本補綴歯科学会　理事，指導医、専門医
日本組織培養学会　理事
日本歯科技工学会　監事
日本歯科理工学会　�評議員・Dental�Material�Senior�

Adviser
日本口腔科学会　評議員
日本防菌防黴学会　評議員
日本デジタル歯科学会�評議員

平成25年4月16日　�平成25年度文部科学大臣表彰
科学技術賞

平成26年11月10日　広島大学学長表彰
令和3年3月18日　�「ジャパン・レジリエンス・アワード」

「STOP感染症大賞最優秀賞」

【主な著書】
『義歯の洗浄』（デンタルダイヤモンド社�2002年�ISBN�
9784885107979）
『歯科口腔抗菌考』（メディア株式会社　2015年）
分担執筆
『高齢者歯科ガイドブック』「高齢者の口腔内衛生環境」
（医歯薬出版2003年）
『抗菌・抗ウィルス材料の開発・�評価と�加工技術』�

「新しい固定化抗菌剤の開発とその抗菌・抗ウィ
ルス作用・効果」（技術情報協会2013年）

『衛生製品とその材料開発』第7節�新しい固定化抗菌
剤の開発とその抗菌・抗ウィルス作用（技術情報

梅 澤 武 男 様� 本日は12月12日開催のチャリティーコン
サートのPRに参上させていただきました。
どうぞ宜しくお願い致します。

小髙愛二郎会長エレクト� お久しぶりです。バッチを忘れたのでニコ
ニコします。

富 田 洋 平 会 長� 本日、卓話の二川先生、ようこそ、当ク
ラブへ。卓話楽しみにしております。

石 川 和 子 会 員� 寒くなりましたが、皆さん元気に頑張りま�
しょう！

太 田 一 彦 会 員� 今日は寒いですが、参加出来てニコニコ
です。

大 盛 敬 子 会 員� 11月23日祭日、たまたま田無神社の近くに
行ったので参拝してきました。

� 可愛い七五三で賑わっていたのでニコニ
コします。

海 渡 千 佳 会 員� 先日のブロックファイヤーサイド、とっても楽
しかったですね。

� 係の皆さん、大変お疲れ様でした！　穂
の花は盛り上がりましたね。

かづきれいこ会員� コロナ禍ですが、少し東京は落ち着いて
まいりました。

� 又新しい変異株…大変ですが…頑張り�
ましょう！

� 今日はとても素敵な二川先生をご紹介し�
ます。

高 橋 　 肇 会 員� やっとムスメが色 し々ゃべり始めたのでニ
コニコします。

西村美寿穂会員� 先日はブロックファイヤーサイドのご参加、
ありがとうございました。

� リアル26名、オンライン3名の参加でした。
圓 井 順 子 会 員� ゲストにふじもとかおりさん来てくれましたの

で、ニコニコします☺
小林・福元・西村・� ロックファイヤーサイド、穂の花さんで楽し

く過ごしました。
� 少しですが、穂の花チームでニコニコし�

ます。

（東京サンライズ汐留RC）

（東京中央RC）

にこにこ合計29,000円

海渡・山下・中里
各会員

「L8020乳酸菌・イータックって
　　　　　　　ご存知ですか？」

卓
話



協会，2016年）
『聞くに聞けない補綴治療100』第4章コンプリートデ

ンチャー，総義歯のホームケアとプロケア（デン
タルダイヤモンド2019年）

【卓話】
　皆様こんにちは！　ただいまご紹介にあずかりまし
た二川でございます。今日は朝新幹線に乗り、広島か
らやってまいりました。食事をしながら聞いていただけ
ればと思います。
　11月8日は何の日？　6月には虫歯予防デーというの
がありますが、11月8日はいい歯の日です。6月と11月
には歯のことを気遣ってほしいなと思います。
　健康日本21という「21世紀における国民健康づくり
運動」というキャンペーンが2000年から2012年にか
けて実施されました（厚生労働省）。
　このとき歯の健康が、体の健康が、子どもの健康力・
女性の健康力を支え、高齢者の食の選択力は特に関
わりがあるとのエビデンスが出されています。現在はが
んとの関連性やこころの健康力との関連性が言われて
います。
・「目は口ほどに物を言う」というけれど。
人というのは口元を見ればだいたいどんな生活をさ
れているかというのがわかります。
これはペンフィールドのマップで、身体各部の運動
機能と感覚機能の神経中枢の図で、脳のどの部分
で体のどこを支配しているか示しています。
健康で美しくあるために重要な歯とお口の役割。
歯とお口の健康は、全身の健康と美容、さらに心の
健康に重要な役割を果たしています。
歯が健康だとおいしく食べられる。
歯と歯並びがきれいだと心も明るく、会話を楽しくな
る。
唾液には若さを支えるさまざまな成分が含まれる。
歯が運動能力にも関係する。
咬み合わせがよいとお顔も生き生きする。
よく噛むと脳も活性化する。
よく噛める歯だと飲み込みもスムースになる。
・人の歯・・・一生に一度だけ生え替わる。
子供の歯：乳歯→大人の歯：永久歯
象の歯のクイズ　0回、1回、5回、10回
正解は3番の5回です。人間も象のように5回も生え
替わってくれればいいのですがね。
・抜歯の主原因
（全体）
虫歯32％　破折11％　歯周病42％　矯正1％　そ
の他13％
　40代後半以降は歯周病がたいへん増えてきます。
それに伴って虫歯というのも増えます。若い人の虫歯
と中高年の虫歯は違っていまして、中高年は歯周病
で歯茎が下がってそこが虫歯になるという風です。

歯周病患者の症例
　患者　42歳　女性
　　主訴：奥歯が腫れて痛い
　　初診時処置：歯肉腫瘍切開
　　2回目処置：切開部SP

　ところが歯周病は全身疾患と関連性があります。
　歯周病菌は毒素を持っており、肝障害・糖尿病や
全身の慢性炎症などを引き起こす歯周病連鎖を生じ
ます。認知症・アルツハイマー病などを歯周病菌の
毒素が亢進させていることがわかってきています。
（九州大学武洲准教授の研究）
参考図　Pg菌LPSによるカテプシンBを介したミク
ログリアにおけるIL-1βの産出分泌並びにニューロ
ンにおけるAβ産出（カテプシンBが歯周病から脳
への炎症シグナル伝達に関与する様子）。

・口は災いの元？
　私、元々の専門は歯科補綴学といって、歯を削っ
て冠を被せたり義歯を入れたりあるいは入れ歯を
作ったりするのが仕事でした。入れ歯の表面の微生
物の研究をしています。微生物というのは相互作用
であったり材料の表面の成分の影響を受けたりある
いは生体成分の影響を受けていろいろ出来方が違う
一方で、障害者の施設で治療することも多く、精神
病院で患者さんを治療していました。そうするとたと
えば大学病院で一回歯を治すと10年15年もつんで
すが、こういう病院施設では2年3年で歯がダメに
なるんですね。それはなぜかというとセルフコント
ロールが効かず、自分で歯磨きがちゃんとできない
のでどうしても歯がどんどん悪くなるので、それでこ
ういう人たちのために何か口の中の微生物の研究で
何かできないだろうかということでこういうものを
使って口の中の虫歯とか歯周病の原因であるBiofilm
を抑えようとして研究しました。

・歯・修復物
　例えば、歯とか入れ歯は口の中の歯垢に常在菌が
付着して増殖します。そして定着する訳です。細菌
の増える速さを知っていますか？　これを知ってい
る方はなかなかマニアックな方ですが、約1時間で1
個増えますので、約6時間で64倍になります。約10
時間で1024倍になります。12時間経つと4096倍に
も膨れ上がる訳ですね。それを抑えるにはどうした
らいいか？　特にこういうBiofilmを作ってしまうと
単にやすりをかけただけでは中の菌は死なないんで
すね。こういう菌たちと戦うのはどうしたらいいか？

・L8020ヨーグルト
　菌を持続的に抑制できる方法として最初に考えた
のが微生物同士の相互作用というのでL8020乳酸
菌です。口の中にはオーラルフローラといって700か
ら800種類の菌が混在していますが、乳酸菌はその
中の一つの善玉菌なんです。なぜ乳酸菌を使ったか
というと障がい者の方もヨーグルトだったら食べられ



るわけですね。食べるだけで何とかしたいという思
いをもってこの研究をしました。どんな菌かはこれを
見ていただくとよくわかると思います（ホンマでっか
TVの「食べるだけで歯周病を殺してくれる食べ物
（ヨーグルト）」の映像が流れる。）。
　これは虫歯になったことのない人をたくさん集め�
て唾液をもらって、その中にいる乳酸菌を分離し�
て、その中で虫歯菌に抑制効果を持つ菌を発見した
のです。
　「8020」とは80歳で20本の歯を残そうという運
動のことです。自分の名前を付けても売れないじゃ
ないかと思ったのです。
　大学で実験した結果、25人ずつのグループに
L8020ヨーグルトと普通のヨーグルトをそれぞれ2週
間食べ続けてもらったところ、L8020の場合は虫歯
菌が8割以上減少しました。今、これはスーパーやネッ
トでも市販されています。職務発明なので特許料は
大学に入ります。
　歯周病菌の口内保菌の変化も8割から9割抑制効
果がありました。歯周病は日本人がかかっている一
番多い病気なんです。歯周病は、心臓病・脳血管
障害・糖尿病・肥満など全身疾患の原因にもなります。
歯周病菌が出す毒素もL8020乳酸菌で不活性にな
ります。
　歯磨きをした後にL8020ヨーグルトを食べてもらう
と一番効果がでます。
・L8020代謝物
　細菌類が産出する対菌活性効力のあるたんぱく質
やペプチドをバクテリオシン（Bacteriocin）と総称し
ます。通常の菌類のバクテリオシンの抗菌スペクトル
は狭く同属から同門の範囲で効力がある程度です。
L8020のペプチドが歯周病菌の毒素を不活性化する
作用があることがわかりました。歯周病から全身が
悪くなることを食い止めるのではないかと考えまし
た。それには生菌ではなく代謝物を利用して用途範
囲を拡大できることがわかりました。それでヤクルト
のような型やタブレットにするとそれが濃縮されるの
で効力が高くなりますので、L8020をなめて溶かすタ
ブレット「チュチュベビー」として商品化しました。
また、フジッコから「デンタルフローラ」という商品
も出ました。L8020入りのチョコレートも出ています。
これは寝る前に食べても大丈夫です。
　最近はワンちゃんの高齢化で、犬は虫歯にはなら
ないのですが、歯周病にはなるので、歯周病に悩む
ワンちゃん用に「ワンサプリ」という歯磨き用ガムが
出ました。猫用はニャンサプリといいます。
・消毒薬Etak
　「Etak」といって、エトキシシラン系消毒薬Etak
（Octadecyldimethyl(3-triethoxysilylpropyl)
ammonium�chloride）が株式会社マナックとの共同
研究で作られました。これは歯医者さんが口の中を

消毒するための消毒薬です。いろんな表面と反応し
て固定化する作用があります。患者さんの歯の表面
を抗菌加工するものです。インプラントなんかにも使
えますよというので、インプラントの根＝フィクス
チャー、歯茎の上に出るアパットメント、上に被せる
人工歯部分なども消毒できます。
　また、ランドリー（洗濯）でも普通の場合菌が
1000倍以上増えるのですが、0.3％Etakで処理した
タオルなどは菌の増殖がないのです。40回、50回洗っ
ても効果が残る製品も出ています。

・抗ウイルス作用の活用
　2009年（平成21年）に新型インフルエンザウイル
スというのが日本で流行しました。そのとき、第4級
アンモニウム塩の抗ウイルス作用としてエンベロープ
を持つウイルスを接触性に不活性化できるので、イ
ンフルエンザウイルスや現在のコロナウイルスに対し
ても非常に活躍しております。
　アルコールと混ぜて噴霧してやればその部分を抗
菌加工、抗ウイルス加工できるのです。一般的な消
毒薬の場合、一旦消毒されきれいになるのですが、
その後消毒成分がなくなると菌やウイルスが再び付
着するので接触感染は防げませんが、Etakの場合
は抗菌・抗ウイルス加工されるので後から菌やウイル
スが来ても持続的に消毒力が維持されます。
　たとえば、わかりやすいのがエアコンのフィルター
です。昔ダイキン工業さんがフィルターをEtak溶液1
回、2回、次亜塩素酸で消毒して新品のフィルター
と比べる実験をしました。新品のフィルターで1週間
でカビで感染が起こるし、その下次亜塩素酸で消毒
したフィルターもその時はいいのですが後からカビ
が拡がるんですね。ところが、Etak溶液を1回噴霧
してやると、かなりカビを防げますね。その下の2回
噴霧するとほとんどカビを防げます。

・抗インフルエンザウイルス作用
　2009年12月に日本テレビで取り上げてもらったの
があるので流します。わかりやすいと思います。
インフルエンザ予防のためにどのようなことをして
いますか？
よーく手を洗っています。うがいもしています。
そういったことに加え、最近は消毒グッズを持ち
歩く人も多いようなんです。
新型ウイルス感染予防に新兵器が！
従来のものより消毒効果が長持ちする新たな消毒
液が開発されました。
新型インフルエンザの感染拡大の要因が接触�
感染
　　�－ウイルスがついたものに手で触れる→その
手で口や鼻に触れ感染

新たな消毒成分　→　接触感染を防ぐ
開発したのは広島大学大学院二川浩樹教授
新たな消毒成分の効力は？



実験室では効果が1ヵ月続くというデータが出
ています。衣類で試した洗濯耐性実験で、50
回はまったく効果が変わらず続く結果になって
います。
開発された消毒液と従来の消毒液に蛍光塗料
を混ぜて実験。瓶にEtakと消毒用エタノールを
入れると、入れた当初はブラックライトをあてる
と両方の瓶が光る。その後瓶を水洗いし再び
ブラックライトをあてると、新しい消毒成分
（Etak）の方はまだ青く光っていますが、エタノー
ルの方はほとんど消えている。新しい消毒成分
は洗っても成分が残ったのだ。なぜなのか？　
従来の消毒薬は吹き付けたときは効果がある
が乾くと消毒成分が失われ再びウイルスや菌が
付着する。一方新しい消毒液（Etak）は、消
毒成分＋接着成分を一体化させることに成功、
消毒効果が長持ちし、抗菌コートあるいは抗菌
バリアーができるというイメージ。さらに実験に
よると消毒効果が従来のもの（エタノール）より
大きいこともわかった。

東京都感染症対策アドバイザー高橋医師も「効果
は公衆衛生的に期待できるのではないでしょうか」
と述べる。
実用化も進んでおり、新たな消毒成分を含ませた
布で作った病院の制服も使用され始め、「患者に
とっても自分達にとっても安心」との声が聞か�
れた。
広島の中学校でも試験的に新たな消毒薬を掃除
で2か月間使用している。新型インフルンザに感
染する生徒は減少した。すごく安心して学校生活
を送れる（生徒の声）。

・抗ウイルスグッズ
現在は赤ちゃん用のグッズを抗菌・抗ウイルス加工し
て売られています。子ども用マスクも発売されていま
す。出かける前に「マスクにしっ婦」という抗菌スプ
レーも出ました。
・�どうして感染が起こるか？　ウイルスや菌に接触する
から！　ただし、ウイルスの場合は粘膜に接触する
から！　手についたりまたはエアロゾルになったウイ
ルスが口や鼻の粘膜、気道粘膜から感染します！
マスク：飛沫感染の減少、接触感染の機会減少
マスクの表面はフィルターなのでウイルスで汚染
されていく。
無意識にマスクに触ると手にウイルスが付くの
で、家に帰ったら手洗いをしましょう。

・新型コロナウイルス対策
新型コロナウイルスの生存期間
SARS-CoV-2（新型コロナウイルスのウイルス
名の正式名称：病名はCOVID-19）
各環境中の生存期間

　　　　空気中　3時間

　　　　銅の表面　4時間
　　　　ボール紙の表面　24時間
　　　　プラスチックの表面　2〜3日間
　　　　ステンレスの表面　2〜3日間
　　　　サージカルマスクの表面（外側）　7日間
　　　　　・新幹線の座席
　　　　　・地下鉄，電車，バスのつり革・棒
　　　　　・マスク、衣服
　　　　　・ドアノブ
　　　　　・スマホ，PC
　　　　　・会議室の机
　　　　　・スーパー，コンビニの商品

ヒトの皮膚の上に存在する新型コロナウイルス
の生存期間を解明

　　　　　新型コロナウイルス　　9時間
　　　　　インフルエンザウイルス　　1〜8時間
　　　　　　�但、80％エタノールによる15秒間消毒で

完全に不活性化
Etak（イータック）のコマーシャル

　　　　　速乾性イータックアルコールタイプ
　　　　　作用はドアノブで1週間続く
　　　　　触るものにはイータック
　　　　　Etak塗布後46日後も不活性化力残存
　　　　　電車・バス車内の消毒のEtak利用
・日本の高齢化　100歳以上　
　　　1963年　　153人
　　　2018年　　7万人
　　　2021年　　8万6千人
　健康寿命　＝　健口寿命
　�明眸皓歯（中国の楊貴妃を示す）　澄んだ瞳と白い
歯、美人の形容

　前歯が1本か何本か無くなると顔貌は？？？
　　　喋らなくなる、笑わなくなる
　　　聞き取ってもらえなくなる
　　　おいしいものを食べることも難しくなる。

　このような点から皆様の歯のご健勝を祈念しながら
本日の講演を終わりたいと思います。
　ご清聴どうもありがとうございました。

（要約文責　宮下）



開始（高橋肇SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第830回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、予め個人情報の
許諾をよろしくお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　それでは第830回例会を開催致します。

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）
　ハイブリッド例会にようこそおいで下さいました。
　本日のゲスト2名です。
・東京中央RC会長ノミニー　水野�弘喜　様
・東京中央RC会長　田中�半一　様

12月のハッピーバースデー（富田洋平会長）
小堀彰会員（14日生まれ）
田中結加会員（15日生まれ）
西村美寿穂会員（13日生まれ）

（富田会長）
・�西村会員は会員組織委員長として、寝ずに頑張って
いただいている状態で本当にありがとうございます。

・�小堀会員は陰で支えて、いつもいろんなアドバイスを
こそこそといただき本当にありがとうございます。

・�お二人はプレゼントをニコニコに振り替えていただい
ています。あらためてありがとうございます。

（小堀会員）
　皆様ありがとうございます。この
年になってお誕生日を祝っていただ
けるとは、38歳で入会しもう20年
になり、再来年には還暦でございま
す。微力ではありますがこれからも
よろしくお願いいたします。
（西村会員）
　お祝いありがとうございます。今年からお祝いをケー
キかニコニコか選べるということでニコニコさせていた
だきました。選択肢ができるのもう
ちのクラブのいいところだと思って
います。これからも活動頑張ってま
いりますのでどうぞよろしくお願いい
たします。

表彰（富田洋平会長）
・�第16回米山功労クラブ：
東京中央新RC
・�2021年2022年会長増強賞：
福元智子会員、富田洋平
会長、石井本子会員、か
づきれいこ会員、小林真由美会員
・�米山功労賞：第5回　秋葉良子会員、第1回　川
口惠会員、第1回　中里妃沙子会員

ご挨拶（東京中央RC　田中半一会長）
　皆様こんにちは！　東京中央RCから参りました田
中半一と申します。いつも富田会長、石原幹事、皆さ
んに大変私たちのクラブもお世話になっておりまして元
気をいただいております。
　先日の金曜日に私どもの大きなイベントであるクリス
マスチャリティコンサートが行われまして、共催として
中央新さんにもご参加いただきました。その際は伊藤
様に大変お世話になり、どうしてもお礼が述べたくて
今回は飛び入り参加いたしました。どうぞよろしくお願
いいたします。
　また、うちのクラブも35周年の記念の年でございま
して、毎年3月3日にコロナ禍でございますので盛大と
はいきませんが人数を限定してささやかに行いたいと思
いますので、またご参加いただける方はこれからご案
内すると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

寿の会ご案内（東京中央RC　水野弘喜会長ノミニー）
　皆さんこんにちは！　久しぶりに
中央新さんの例会に参加しました
ら、なんか今回寿の会のご案内を
しようと思ったんですが、皆さんお
若いのでまったく縁がない話をしな
きゃいけないのかなと思い、ちょっと戸惑っております。
テーブルに配っていただいたと思うのですが、今年で
第4回になるんです。年を取り古稀になったときに第1
回をやったんですけれど、そうしましたら先輩だ後輩だ
の人たちが俺たちも参加させろということで寿の会とい
う名称になりまして、今年で4回目になりました。昨年
はコロナで中止になってしまったので、今年は該当者
が約2年分になるので39人くらいうちのクラブにいるの
ですが、2年前には中央新さんからも若い方が4，5
人でなぜか参加いただきまして、該当者の方も参加費
を払うので皆でとにかく食べたり飲んだりしましょうよと
いう気楽な会なものですから是非私どもの先輩は続け
ろとおっしゃってますし何とか細 と々でもやっていきた
いと思っております。一応本当は11月16日だったんで
すけれども、来年3月23日、この日は仏滅なんですけ
れど、先ほどうちの田中会長からも話がありましたよう
に3月には35周年だとか地区のいろんな行事が重なっ

 例会報告  第830回  2021年12月6日（月）
	 ハイブリッド例会

出席会員数23名＋接続会員数7名+メーキャップ0名
（正会員58名-休会6名）

出席率 57.69%



・ワークショップ報告
　先日和紙を使ったモノづくりワークショップを開催
いたしました。その時にお話が出ました「ゆず胡椒
づくり」の日程が決定いたしました。12月17日（金）
午後1時から午後4時まで集まってゆず胡椒を作る
会をしたいと思いますので、是非興味ある方は西村
までお声がけいただければと思います。よろしくお
願いいたします。

トレインジャック報告（明山友美実行委員長）
　先日10月24日に行われましたトレインジャックプロ
ジェクトが今月号の「ロータリーの友」に掲載されまし
た。ポリオ根絶を訴えるという目的を含めて記事にして
いただいていますので、拝見していただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。

幹事報告（石原忠始幹事）
・�本日この後に理事会がありますので、理事の方はよ
ろしくお願いいたします。

・来週クラブ協議会が例会後に開かれます。
・�クリスマス会については先ほど水野委員長から紹介
がありましたが、来年1月15日は新年会を予定して
います。詳細につきましてはまたメールでお知らせい
たします。

・�来年1月17日は例会と理事会がございますので予定
をよろしくお願いいたします。

ておりまして、なかなか皆が出れる日がないものですか
ら、奉仕のあれが赤坂であると思うのでその余勢を駆っ
て6時から帝国ホテルで軽くやろうじゃないのというの
がこの日になりました。仏滅は始まりの日でもあるので、
やってもいいんじゃないのとなったものですから是非皆
さんにもご参加いただいて楽しくやりたいと思いますの
でよろしくお願い申し上げます。どうも失礼しました。
ありがとうございました。

地区新会員セミナー報告（西村美寿穂委員長）
　西村でございます。お疲れ様でございます。先日新
入会員3名のための会が無事に終了いたしました。馬
場新会員、圓井新会員、鈴木会員の3名が新しく入会
されまして、それぞれ開催したのですけれども、その
感想を是非馬場会員に一言いただきたいなと思ってお
ります。お願いいたします。
（馬場宏平新会員）
　皆様お疲れ様です。受講修了証
をいただいてまいりました。これで
私も一ロータリアンになれたんじゃ
ないかなと思っております。富田会
長とは修了のあと、自分がどういう
学びがあったかということを報告した際に、自分が恥
ずかしかったことをお話しできればなと思っております。
　まず内容としましては、皆さんもう参加されたことが
あるかと思うので同じなんですけれども、ロータリーと
は、ロータリーの歴史、第二部ではロータリー文庫、
米山記念奨学会、ガバナー事務所といったところを歩
いて見学させていただいたというのは思い出に残ってお
ります。
　この中で私が先ほどお話しした「恥ずかしかった�
こと」が、「ロータリーの始まり」、時代背景、どの方
がロータリーを一番最初に開催しましたか？　日本
ロータリーの歴史を皆さんが当たり前のように話されて
いる中で私は下を向いて何も答えられなかったです。
これも私自身常識がないな、いろいろ勉強しなきゃと
思ったんですが何か皆さんと交流する機会あるいは�
新入会員向けのオリエンテーションがあったことで学ぶ
ことがたくさんあったと思うので、今後も新入会員の�
オリエンテーションだけではなくて、いろんな活動に参
加して自分自身学びの機会あるいは新入会員同士の�
親睦で年齢も私が一番下でしたが、5歳くらい上の30
代の弁護士の先生なんかとも交流する機会があって、
今度ごはんご一緒しましょうとのお約束もできたので�
いろいろな交流ができる場でもあったので積極的に参
加したいと思います。以上です。

親睦活動報告（西村美寿穂委員長）
・�12月20日（月）夜クリスマス例会を予定しております。
例会でございます。皆さん是非ご参加いただければ
と思います。

田 中 半 一 会 長� 富田会長、石原幹事には大変お世話に
なっています。

水野弘喜会長ノミニー� 元気で参加できたのでニコニコします。

富 田 洋 平 会 長� 本日「富田の部屋」に際してご協力いただ
いた、白水会員、井出会員、岡田会員、
お時間を頂きありがとうございます。

太 田 一 彦 会 員� 今日は寒いですが、ニコニコ頑張りましょう。
大 盛 敬 子 会 員� 4日の夜、赤坂にライブを聴きに行きました

ところ、10年程、ご無沙汰している友人
にバッタリ会いました、嬉しくてニコニコし
ます。

高 橋 　 肇 会 員� あっという間に12月ですね。12月31日まで
仕事なんでニコニコしながら頑張ります。

野 呂 洋 子 会 員� 昨日無事に全日本ハンドボール選手権も
終わり、女子代表は、明日クロアチアと戦
います。楽しみなのでニコニコします。

（東京中央RC）

（東京中央RC）

にこにこ合計16,000円



影響で高校からはパリで一人暮らし、国際感覚を磨き
ました。大学こそ日本に戻ってきましたが、高校から
足掛け6年パリ、ニースと海外生活で現在の仕事に�
一番必要なアートの感覚を身に付けてきたのです。ま
た、現在のお仕事に就くきっかけを作っていただいた
のも叔母様です。「一人ぼっちになっても一人でやって
いける仕事をしなさい。感性を使った仕事をしなさ
い。」、さらに「アートディーラーとして世界的に有名な
ジョゼフ・ジュビーンのように世界中の良いものを見て�
目を肥やし、世界中のどんな人が訪ねてきても最高の
おもてなしができるようになりなさい。」。この一言が現
在の岡田さんのすべてと言っても過言ではないそうで
す。それ以降和製のジュビーンとなるべくハードな仕事
の形態でもなんのこれしきとへこたれることなく業界
の性質上男性が多く活躍するフィールドの中で紅一点、
アートディーラーの中では「岡田さんを知らなければ潜
りだ」と言われてきました。私の私見ですけど。
　信条としていることは「どんなことでも最初に決めた
約束を優先」。最初に約束したことは絶対に守るという
ことです。特に他クラブのお誘いはほぼ全部断らず受
けてしまったので、いつもごはんを食べていたみたい
です。もうすごいとしか言い様がありません。
　好きな言葉は「一期一会」。それだけ出会いが大切
だとわかっているからこそ人と人のご縁をつなぐことを
重要視されています。時々仕事そっちのけで人を繋ぎ
に繋ぎ、ある日「岡田さんて何屋さんでしたっけ？」と
言われるのも頷けます。大切にしていることは感謝の
気持ちを表すこと。ひょんな出会いから大きなビジネス
に発展したり、ロータリー活動の中でもいろんな人に助
けられたり、決して自分一人で生きているのではないと
いうことを日々肝に銘じておられる、なんとも素敵なお
考えです。
　趣味は「シャンパーニュのメゾン巡り」。意味わから
ないので日本語にしますと「シャンパンの製造所巡り」
です。素敵な絵画などアート作品や大好きなシャンパ
ンが無数溢れるフランスが岡田さんにとって自分を作り
上げたエスプリ精神を与えてくれたと心から感じられる
ことが自分のプチ自慢です。まさにマダム岡田！　最後
に自分を一言でいうと「目立つのが嫌いな浮世離れし
た不器用者」とのことです。高倉健か岡田敏江か？　
いや、岡田敏江でしょう。本日はどうぞよろしくお願い
します。
（白水会員）
　通称マコちゃん。チャーターメンバー。お仕事は元
画廊の経営、現在はご主人の医療関係の会社の役員
をされています。ご家族は産婦人科医である声も外見
もダンディなご主人、ご長男、ご長女の4人家族。ご
本人は4人兄弟の末っ子で、それはそれは大切に育て
られたそうです。
　お名前の由来は「真善美」の真からとったとお父様
がおっしゃっているようですが、お姉さんの名前が明る

座談会「富田の部屋」
（井出会員、岡田会員、白水会員/50音順）
　今回で2回目になりますが、前回1回目も案外面白
かった、会員を詳しく知るよい機会だった、先輩会員
と距離が近くなった気がしたとなかなか好評でうれし
い感想をいただきました。
　これまでリアル例会を開催できず、皆さんとの交流
もままならなかったわけですが、会えないという弊害
のほかにも困ったことがありました。当クラブ会員が60
名を超えて20年選手から1年選手までいるのですが、
お互いのことがよくわからない、深く知ることができな
い状況だったんですね。いつもなら新入会員はファイ
ヤーサイドとかフォーマルなお食事会とか親睦旅行に
行って仲良くなるとか、そういった同好会活動などで知
り合うことができたんですが、今はなかなか難しいと
いうことなら例会でその人のことを深く知る、話しかけ
るきっかけをこっちから作っちゃえばいいんじゃないか
と考えて徹子の部屋ならぬ富田の部屋の開催の運びと
なりました。
　第2回目の放送は、当クラブのチャーターメンバー岡
田さん、白水さん、そして入会15年目の井出さんのお
三方にお越しいただきました。

【お三方の紹介/富田会長】
（岡田会員）
　通称マダム岡田、生まれは19XX年（非公表）、チャー
ターメンバー、第10代会長、お仕事はアートディーラー、
画商。大学は教育学部出身で、実は小学校の先生の
免許を持っています。ただ小堀さんと違い音楽は得意
だったということです。ご家族は聡明なお嬢さんがお
二人、現在都内にいらっしゃいます。さかのぼること�
数十年前、ご主人との出会いはお見合いで、なんでも
初めてのお見合いの方がご主人で即決といいますから、
どれだけ感性が研ぎ澄まされているのかといった感じ
です。当時のご主人から掛けられた言葉で一番印象に
残っているのは「僕のクローゼットを開けて足りないも
のは三越の人に言って補充してもらって」となんともナ
イスなコメントを残したご主人様です。
　岡田さんのこれまでの道のりをほぼ初公開で発表し
ます。お生まれは港区赤坂、会社経営のお父様とお
茶とお花の先生をしてらしたお母様の間にお生まれに
なり、幼少期のころから、お茶・お花・書道・絵画・
日本舞踊・ピアノを嗜み感性を磨いてこられました。小
中学校は日本でしたが、人生で大貢献する叔母様の



し伸べたくなる。学生のころ、世の中に対して、道理
が立っていない、理不尽、不平等だと思ったり、家庭
教師の先生が中核派でいろんな思想を聞いていたた
め、もしかすると宮下会員と一緒に世の中に火炎瓶を
投げていたかもしれない。「私、しれないな」と目を細
めて言っていたことが印象的でした。
　趣味は音楽全般で弾くも歌うも、お茶、洋裁、料理
もこの辺りは筋金入りとのことです。最近はクラシック
音楽で歌うことに注力しており、オペラのアリアなんか
を好んで歌っているとのこと。そのため、カラオケで
ちょっと歌おうというレベルではありません。最近は喉
の筋トレをやってアリアに備えているとのことです。こ
んなストイックな一面もある白水さんのプチ自慢は、取
り扱いが難しいご主人を操縦できること、私は子煩悩
だと堂 と々言えることです。本日はよろしくお願いいた
します。
（井出和世さん）
　当クラブ実績約15年の大御所です。AKB48でいう
とまちがいなく神セブンのレベルです。お生まれは東
京都でばりばりの江戸っ子です。お酒は相当好きなよ
うで、酔ってご主人と言い合いになると時々べらんめえ
口調になります。
　お仕事は広告代理の顧問ということですが、それは
職業分類上のこと、本当のご職業は堂々の主婦でござ
いましてこの道35年の筋金入りでございます。主婦とは、
広辞苑で調べてみますと「一家の家事をきりもりしてい
る女性」とありますが、ここは妥協を許さずここまでやっ
てまいりました。
　ご家族は愛する7つ上のご主人とご本人の二人暮ら
し。これは私見ですが、インタビューを通してこの人た
ちはまだカップルと呼んでいいんじゃないかなというく
らいの仲の良さをしております。また、こちらはご本人
のお許しがあるので申し上げますが、ご主人はご結婚
後まもなくお勤めになっていたレコード会社を退職、ご
自身のレコード会社を設立、その後、時を経てその会
社は日本を代表するアーティストとしておなじみの
Mr.Children、ゆず、SPEED、My�Little�Lover、湘
南乃風などが所属する音楽レーベルへと成長すること
になります。そうです。あの、「トイズファクトリー」の
創業者井出孝光さんこそご主人であられます。私富田
はミスチルがめっちゃくちゃ好きで、このインタビュー
には相当力が入りました。
　井出さんの生活スタイルは早寝早起きと思いきや遅
寝遅起きです。それもそのはず、ご主人はレコーディン
グなど音楽を取り扱うお仕事のため終わりは結構遅く、
22時23時台のニュースステーションを見ながらビール
からのシャンパンからのワインからのウイスキーと夫婦
水入らずでご主人とともにアルコール度も伴走してきた
とのこと、これでお酒はかなり鍛えられました。そのた
めいつも就寝は午前2時台、起床は9時と見せかけて
からの2度寝の10時です。この生活で家事全般はまっ

い子と書いて明子なので、たぶん後付けなんだろうな
と本人は疑っています。幼少期からピアノに触れ、常
に専属の先生が3人体制、音楽専門の中高時代は午
後から国語数学社会でなくほぼピアノの授業、もはや
授業ではなく訓練のレベルだったと推察されます。ピア
ノ漬けかと思いきや実は写真も嗜み、大学は別の芸術
方面へのシフトも考えましたが当時のピアノの先生やあ
こがれていた先輩の一声もあり、日本大学芸術学部�
音楽学科ピアノ専攻で、泣く子も黙る「日芸」へ進学
することになるんです。大学生活では同好会の中でも
ガチな組織のゴルフ同好会に所属。マニキュア禁止・
毎月合宿。同好会なのにかなり部活風な男社会だった
ようです。そしてほとんどが男性の集団ですから本人
曰く「ぶっちゃけもてた」そうです。少し口うるさく、誠
実なまじめなお父様と情に篤いお母様のことがほんと
うに大好きな白水さん、そして本人曰く「これほど愛情
を注いでくれる親はいない」と自分で言えるくらいたっ
ぷり愛情を注がれて育ったと素敵なお話です。
　そして特筆すべき見合いの経験値、ご両親の勧めも
あって大学3年生20歳のころからお見合いをこまめに
経験、もちろん男性を見る選球眼も着実に醸成してい
き、21歳、22歳、23歳、24歳と打席をぐんぐん伸ば
すもなかなか決定打に恵まれず、時にはお父様から�
「一体何人連れてくればいいんだ！」「何様だと思ってい
るんだ！」と発破をかけられましたが、これが最後と決
めた25歳の天王山「私はこの人とずっといることになる
な」とお会いになった瞬間に思う男性が現れます。そ
うです。外見も声もダンディな今のご主人です。こうし
て5年にわたるお見合いの旅に終止符を打つことにな
るのですが、その間のお見合いの人数は「とてもこの
場では言えない」。井出さんいわく、「横綱級であること
は確かです」。結婚生活をさっさと始め、お見合いの
経験値は横綱級でしたが大学を卒業してからはピアノ
の先生を少しやっただけで自身の中に仕事をすること
に少し憧れを持っていたのは事実。そんな中、ひょん
なことでご夫婦の下へ「画廊を経営してみないか？」と
いう話が舞い込み考えに考えを重ね、利益ではなく純
粋に画家さんを応援できるならとの思いで画廊の経営
者という肩書を持つに至ったとのことです。
　信条にしていることは「誰に対してもやれることはや
る」。50代で3人の友人を亡くされた経験をされてから、
帰りがけに「今度お茶のみに行かない？」とか「今度
食事でもね」の「今度」は来ないかもしれないとの思
いからしっかり実行に移しているということです。好き
な言葉は「小さいことには拘らない」。昔は結構気にし
い屋さんだったとのことですが、自分に言い聞かせる
意味でも大切な言葉とのことです。大切にしているもの
はお母さんから受け継いだ翡翠の宝石です。皆さんが
思っているより値段は上です。これはお嬢さんに又受
け継がれるとのことです。
　性格は不平等が嫌い、困っている人がいると手を差



【当クラブ入会のきっかけ】
（岡田会員）
　当時港商工会議所の会長と芝ロータリークラブの
方 4々名で私の画廊にお見えになりまして、「女性のク
ラブを立ち上げたいので岡田さん5人ほど集めていた
だいて入会していただけないでしょうか？」というお話
でした。そんな折ちょうど私がそのとき細川加代子さ
んの奉仕団体に所属していたものですから、ロータリー
クラブということは名前は知っていたんですけれども何
もわからずおりました折私が所属しております麻布法人
会という会の当時の会長からうちのロータリークラブで
今度女性中心の子クラブをつくるのでそちらに入会し
てもらえないかというお話がございまして「もう実を言
うと芝ロータリーのほうに今いらっしゃいます時枝さん
ほか3名の方にお声をかけて皆さんに履歴書もお渡し
してあるので、ちょっと難しいと思いますよ。」というお
話をしましたら、法人会の会長と当時の商工会議所の
会長さんが友人同士でお話をなされて、結果今のクラ
ブに入ることになったのがきっかけでございます。
（白水会員）
　ロータリアンではない友人に勧められました。その
友人が東京中央RCの方の友人で、「女性を探して�
いる。例会場は帝国だ」と。その時の職場がすぐ近かっ
たので、そして若いころから奉仕活動はしたいと思っ
ていたんですがきっかけもなくどのように何をしたらい
いかわからなかったので、これはいいきっかけだなと
思って入会させていただきました。
（井出会員）
　最初は主人が何回か誘われたんですけれど、まだ
時間的に無理だったので、「じゃああの女性の方の会�
もあるからどうだろうか」っていうので私が急遽何も知
らずに駆り出されて「どうぞ」という感じですすめられ
て入ったというくらいです。

【設立3年目くらいまでのころ】
（岡田会員）
　今前にいらっしゃいます石川さんのお父様で本橋特
別代表が当時金子さんとか中島さんとかをうちのクラ
ブにお連れになりまして。わたしは担当が中島さんだっ
たんですけれども、セルリアンタワーとかホテルオーク
ラとか赤坂プリンスとかの方にメーキャップに行ってう
ちのクラブの宣伝をすることに走り回っていたというこ
とが現実でしょうか。
　そういうことをしておりました。
（白水会員）
　あのー本当に最初は少人数でしたので、いろんなこ
とを決めるのに早かったです。とても和気藹々でした。
そういう意味では大勢になったときにどういう風な感じ
になるんでしょうという風には思っていました。今、本
当に多くなって活動範囲も広がったと思います。

たく妥協知らずお手伝いさんなし、すべて自前、ちな
みに当時のお住いの大田区の邸宅の広さこそ教えてい
ただけませんでしたが、私見ですがたぶん体育館と同
じ大きさだったんじゃないかと思っております。そして
手料理の話をお聞きするにつれ、井出さんの煮物料理
をいつか食べてみたいと思ってしまうそんなお話でし
た。また、井出さんは日々いやだなとなんだよと思うこ
とがあっても、寝て翌日になったらそのデータは頭の
中からすべて消え失せているそうです。しっかり消え
失せ、まったく引き摺らないなんと都合のよいうらやま
しい生活です。このベースになっている考え方はご主
人の義理のお兄さんから来ているとのこと。これまでた
くさんの話を交わされ人の話をよく聞いて温かい気持ち
でいることの大切さを日々感じているそうです。おそら
くロータリアンとしての根本はこちらにあるんじゃない
かなと思います。ご自身の体験からロータリー活動に
おいては特に新しく入ってきた人、役割を初めてやる方
は大変な局面が結構あるんじゃないかなと思うので、
なるべく手を差し延べたいなと思っている次第です。そ
れは自分がそうしてもらったから、そうしてもらえなかっ
た経験もあるからみたいです。見たままですが、この
上なく温和な井出さんですが、これまでたくさんの方々
とのご縁を大切にしてこられたところが推察されます。
短大時代は国文学を専攻され、学生時代の夢は寿退
社でありました。勿論お見合いも妥協を許さず打席に
立つこと数十回、十数回、いやいや数十回、お母様に
これが最後だと言われて臨んだ天王山に現れた男性が
今のご主人で、なんとも引きの強い、どこかで聞いた
話ですね、白水さん。そんな話ですから、いまだに仲
良く、井出さんがこれは当たり前と考えているようです
が、巷ではそういうのをラブラブというんです。
　はい、趣味はご主人と行く旅行、ご主人と飲むお酒、
ご主人と聴くクラシック音楽だそうです。ちなみに生ま
れてこのかた一度もミスチルとゆずのコンサートに行っ
たことがない、なんとももったいない。しかしながら夫
婦二人のときはほとんどおとなしく話をしないというの
もエピソードの一つなのでしょうか。特技はお花、池
坊の有資格者、そして茶道、日本舞踊、プチ自慢は健
康で今までほとんど病気知らず。この体格と健康を維
持し、これからも人生を楽しみたいとのことです。本日
はよろしくお願いいたします。



（岡田会員）
　もちろんあります。
　でも長い間ロータリーに所属しているとそういうこと
があってもよいのかなと思っております。

【周年行事の思い出】
（白水会員）
　あの、それぞれ思い出深いです。それはあのやはり
あの5年たったか、10年たったか、15年たったかとそ
ういう思いがやはり感慨深いです。そしてあのちょっと
私事に近いことですが、15周年の時夫の白水の従姉
妹が元メンバーのその中の二人が二人でグループを
作っているので、その彼女たちに歌ってもらったのが
私としては印象深く残っております。
（井出会員）
　10周年のときなんですけれど、準備の時に5周年で
使った写真とかデータがなかなか集まらずに小冊子を
作るとき大変苦労したのを、まあ石川さんなんかもそう
なんですけれども覚えてます。それなんで今は管理技
術がしっかりしているので、20周年はとても楽しみにし
ております。
（岡田会員）
　えーとですね、5周年の時はもうお辞めになられた
平本和子さんが会長だったんですけれどもそのときに
私初めて国際大会ということを知りまして、和子さんと
私とあと一人か二人くらいだった気がしますが、グアム
島で国際大会に出席しました。それがとってもよい思い
出かなと。それとあの女性ならではということで着物の
プロジェクトがあったんですね。で、私たちがふだんな
かなかお着物着られないんですが、その5周年の時は
皆さんでお着物を着てお茶会をしたということがちょっ
と思い出に残っておりますね。
　それと10周年はちょうど私が会長だったんですけれ
ども、あの当初の初代2代目の坂口美代子さんのお誕
生日が7月16日だったんですね。で、うちのクラブの
周年行事は7月16日ということで決まっておりまして、
会長になって2週間目でその10周年という行事があり
ましたものですから前年度の時枝さんや石川さんもう皆
さんが本当に苦労なされてね、石原さんもそうですけ
れどもいろいろ作ってくださって、あの私はただ会長の
挨拶をして皆さんの前で乗るだけというそういう10周

　【苦労したことなど】
（岡田会員）
　その当時はとにかく本橋特別代表と中央RCの方々
が毎週のようにお見えになられてニコニコをして下さっ
たので、「とにかく50名を集めるように」と代表がよく
おっしゃっておりまして、それが私の耳から離れません
でした。本当に大変な時期で、そのときに私どもの初
代会長と2代目の会長坂口美代子さんのご主人様も中
央RCに所属しておりまして、坂口功さんとおっしゃる
んですが、坂口功さんの方から、うちのクラブが本当
に大変でしたので、こんなことをお伝えしてよいのかな、
1000万円ほど寄付をしてくださいまして、今たぶんうち
のクラブがこういう風に成り立っているのは当時本当に
人数が少なかったのでそのおかげで賄うことができた
のかなと思っております。
　それともう一つはどうしてもお伝えしたいなと思った
のが、あの石川さんのお父様の本橋特別代表が確か
2020年10月25日の月曜日ですが、そのときやはりメー
キャップにお見えになられて毎回毎回増強のお話をなさ
るのですが、そのときに突然、「岡田、頼むよな」と言
われたんですよ。で、私は初めわからなくて思わず起
立してしまいました。その日の夜中に代表が亡くなられ
たというお話を伺いまして「あーこれがもう私たちにとっ
て本橋代表の遺言なのかな」と私は思っております。
（白水会員）
　勧誘されたときは、今でもそうなんですが、こういう
風に人前で話すのがとても苦手で、強く強く、人前で
話すことがないように、話さなくてもいいのが入会の動
機でした。
　それで高を括っていたのですが、もちろんニコニコ
の発表ですとかいろんなことで話さざるをえなくてそう
するともう本当に声が上擦ってしまってなんか変なこと
言っていたと思います。

【正直辞めようと思ったこと】
（井出会員）
　あのーまずロータリーってよく分からず入ったので、
あのー何もわからない主人からの説明だと「みんなで
たまに会ってお芝居見たり食事したりね。そしてお友だ
ちができる同好会みたいなものだからいいんじゃない
か」と言われて入ったんですけれど、毎週例会みたい
のもあるし、あの奉仕活動ってなんなのかなー、SAっ
て何の意味なのかなって全然意味が分からず、わー大
変なところに入ってしまったなと思って、辞めるなら今
かしらと思ったりしました。あの、そのときに白水さん
や会員の皆さんに声をかけていただいてなんとなく安
心したあの気持ちになって、あのじゃ来週も行こうか
なっていう風にあの思う気持ちになってまいりました。
　あの今もそうなんですけれど、やっぱりひとりにさせ
ないで皆であの新しい人を守っていくそういう気持ちが
大事なのかなと思っております。
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といいかということになってしまったり、なかなか他の
会員の方と交流とかできなくて正直本当にちょっと気持
ちが少しロータリーから離れたようなところもありまし
た。ただ、これから本当になるべくいろんな意味で密
にしていきたいと思っております。
（井出会員）
　やっぱり例会に行けば皆に会えるし、そんなクラブ
であってほしいなと思います。やはりたまには何かを決
めるときは理事会にかける前などは皆の意見をアンケー
トなどで広く集めてその後理事会で決めてもいいとい
う流れもあっていいと思う時もあります。また和気藹々
としたこの例会の雰囲気がメーキャップに来たお客様
にも当クラブをわかってもらえるようなそういうクラブ
であってほしいなと思います。

【当クラブはここがいい】
（岡田会員）
　意地悪な人がいない。若いエネルギーでいっぱいで
すから、私たちも当然若い方には教えなくてはいけな
いと若い方から学ぶこともたくさんあります。そういう
愛にあふれたロータリーでいたいなと思います。
（白水会員）
　今ももちろん、今までもとても力のある立派な素敵
な会長が多かったと思います。そして会長の力はとても
クラブの運営にあたって、とても大事だと思います。そ
して今もとても頑張っていらっしゃる次の会長にも期待
したいと思います。
（井出会員）
　やはり白水さんと同じでこれまでも会長と幹事さんの
連携のすばらしさ、会長さんを支えている幹事さんの
大変なところもやはり幹事さんあっての会長だなという
のも実感して話でも聞いております。
　皆さんいい人たちだな、いい人たちの集まりなんだな
というのが皆それを信じて例会をこれからもやっていき
たいなと思っております。

（要約文責　宮下）

年でした。ですから、本当にその時思ったのは会員の
皆様すべてのおかげだなって思いまして、感謝をしなく
てはいけないっていうことを感じました。ですから、今
は米山奨学会や米山のお役もそうなんですが、ロータ
リー財団に寄付をしなくてはいけないんじゃないかなと
思っております。

【ロータリーって何するところ？】
（井出会員）
　一人一人の個人の小さな力が集まって組織として大
きな力に変わっていく。その大きな力で大きな活動が
できるっていうことだと思います。あの、ここにやっぱ
り意味があるのかなって思いますし、若い人には是非
それを時間をかけて感じてほしいなと思います。すぐ
にはわからないんですが、やっぱり時間が必要だと思
います。
（白水会員）
　井出さんのおっしゃるとおりだと思います。人が集ま
るにあたって親睦ということがとても大事でそれが力に
なると思いますが、なんといっても一番にあることは奉
仕だと思います。楽しいだけだったら他の集まりやなに
かで十分だと思います。それで手を差しのべてほしい
こと、決して上から目線にならずにそれをできること、
無理はもちろんできないと思うんですけど、できること
はするとそういうことだと思います。そして、特に私は
子どもたちのために何かしたいとずっと思っていました
ので、できらだけ育成園のキャンプも参加しています
し、そういうときに本当に聞いたら参加した方たちの
縁の下のちからもちのことを、本当に一生懸命やってい
らっしゃる会員のことを見たりして本当に胸が打たれた
し、何度も見ました。
（岡田会員）
　やはり井出さんや真子ちゃんがおっしゃったように奉
仕をするところと寄付をするところではないかなと思っ
ています。感謝をする気持ちを忘れないで、奉仕とは
恩返しのことじゃないかと思っております。その上で親
睦を図るということはとても大事なことではないかなと
思っております。

【これからのクラブ】
（岡田会員）
　私は正直今のクラブ大好きです。なぜかといいます
と、私ぐらいの年齢になっても若い方々から「マダムいっ
しょにね、どこどこ行きませんか」とかいろんな、あの
お誘いをいただけるんです。普通でしたら考えられな
いですよね。ですからそういう面ではものすごく感謝を
しております。できれば新旧の方々がお互いに寄り添っ
て進んでいかれたらよろしいのかなと思っております。
（白水会員）
　あのコロナでやはり例会がなく、ついついZoomだ


