
ガバナー月信１月号に、後藤定毅PG地区研修委

員長が「ロータリーの理解推進月間に当たり」を執

筆されていますので、ご紹介します。

「ロータリー理解推進月間を考えるにあたり、ロー

タリー、ロータリークラブとは何かについて思い致す

ことも必要」と投げかけられ、「メンバーみんながク

ラブの宝で、みんなが平等で、仲間としてお互いに

扶けあい、研鑽しあってロータリーを倶に楽しみ、人

間を育みあうというクラブの原点を省みることも必

要ではないでしょうか。」と結んでいます。クラブの

原点を省みるに当たり、ロータリーの創始者ポール・

ハリスが何故ロータリーを創設しようと考えたのか

を次のように引用されています。

「もし職業が違う私たちが定期的に集まる事が

出来たら、心からの友達になれるのではないか」と

繰り返し述べて、熱心にクラブの必要性を説いたと

いうことです。シカゴクラブのチャーターメンバーは

６人だったといわれています。実業人、専門職業人

が一堂に会す必要性を説き、会員間の職業上の相

互扶助を目的とし、お互いの職業を十分に理解す

るために、各会員の職場を順番に持ち回りで例会

を開催したということです。その結果、会員間に篤

い友情と信頼関係が生まれ、例会が待ち遠しくて

仕方がないようなクラブになっていったようです。

ポール・ハリスの良識ある指導力によりシカゴクラブ

はますます盛んになり、やがてロータリーは燎原の

火のごとく全米に、そして全世界に広がっていきま

した。

ポール・ハリスがロータリーを創立して１０８年を迎

えた今、巨大な組織となったRIは、これからのロー

タリーが長期的成功を確実にする鍵は何かと考え

ました。それは、献身的で行動志向の団体として（人

道的奉仕）情報化社会の中で自らをアピールし（公

共イメージの向上）ロータリーの存在感を向上させ

ることこそロータリーの道標であるとの結論に至り

ました。効率を重視したCLPやDLPの導入、活性化

のための増強を強く求めています。

しかし、ロータリーの方向は本当にこれで良いの

ですか、と後藤さんは問いかけています。「ポール・
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ハリスの創立時を思い起こし、世俗の論理を超え

た会員が集い、一人ひとりがクラブを育てて行くの

だという原点を省みることが必要ではないでしょう

か」という警鐘を我われに鳴らしているものと思い

ました。

パストガバナーという立場上、これ以上の表現

は難しいのでしょうが、ロータリーはクラブが基本で

すから、あまりRIや財団に振り回されず、みんなでク

ラブを、そして地域を大事に育てていきましょうと言

われているのだと思います。

髙橋 政勝会員より、切手の寄付を頂

きました。ありがとうございます。

①次週1月24日は北京飯店にて、4クラブ合同例

会賀詞交歓会を開催致します。開始時刻は18

時です。お間違いのないようお願い致します。

②本日理事役員会を開催致します。

「貸倉庫業としての職業奉仕」

倉庫は物を保管するものと思われますが、現在

では保管するものと思われなくなりました。昭和の

初期では塩、醤油、米等を一年間保管しているの

が重要な倉庫としての役割でありました。現在では

製品が毎日生産され、翌日か翌々日に使われる消

費者に配られています。このため倉庫は「積み替え」

または｢配送センター」としての機能に変わりつつあ

ります。生活社会の中で物流はどんどん変化して

おります。貸倉庫の役割も絶えず変化をとげなが

ら今日に至っています。そこでお客様に満足して頂

くための職業奉仕としては下記のとおり努力して

おります。

・お客様のニーズに応えるための倉庫内の環境美

化に力を注いでおります。

・一つの企業に倉庫を貸すのではなく多種企業が

一つの倉庫に入ってメリットを生み出すため、共同

保管の共同配送を進めていかなければなりません。

・倉庫料金の競争が激しさを増していく中でお客

様の希望に沿った料金設定に努力しております。

最後に貸倉庫業の今後の展望は、多くの人に

貸倉庫に対して認識を深めてもらい、これから更に

物流のパートナーとして会社、企業と共に改善提案

に取り組み安定した貸倉庫業経営に努力を傾注し

てまいります。

お祝いの方々

親睦活動委員会 長谷川 清 委員

会員誕生日 梅田 秀雄 君 1月19日

長野 俊八 君 1月21日

北島 照介 君 1月21日

上田 利久 君 1月23日

富澤 克司 君 1月28日

配偶者誕生日 長谷川 真起子 夫人 1月20日

上田 郁代 夫人 1月23日

伊藤 克枝 夫人 1月23日

橋本 誠子 夫人 1月24日

松崎 祐子 夫人 1月29日

結婚記念日 伊藤 英夫 君 1月17日

藤田 重成 君 1月21日

古木 勝治 君 1月26日

創業記念日 伊藤 英夫 君 1月17日
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上田 利久 会員

「地球に残された時間」

80億人を希望に導く最終処方箋

（レスター・R・ブラウン著、枝広淳子訳）

2012.2.2. ダイヤモンド社

・間もなく北極海航路が開かれる

気候の変動で北極海の氷床

も溶け続けている。夏の北極海

航路が開かれるであろう。小躍

りしているのは、中国～ロシア？

若しグリーンランドと西南極の氷

が溶けたら海面は、4.8ｍ上昇すると言われている。

これから次々と生まれる環境難民の大部分は海

面上昇によるものと予測されている。これを『低海

抜沿岸地帯』と読んでいるが、中国、インド、バング

ラデシュ、米国、エジプト、そして日本の一部を警戒

地区としている。海面上昇による難民は沿岸都市

から生まれるであろう、最も早く影響を受ける都市

は、ロンドン、ニューヨーク、ワシントン、マイアミ、上

海、カルカッタ、カイロ、そして東京など。海面上昇を

止めることが出来ないならば、防護壁か移転を余

儀なくされるかも知れない。

・小さな節水型－点滴潅漑農園村の進め

環境難民～水不足難民は貧しい国から豊かな

国へ、世界中で国境を越え数百万もの人達がなだ

れ込んで来ている。最早限界である。人は普通、他

に取るべき道があるならば故郷の村を捨てたりは

しない。発展途上国とその経済を支えるために自

然のシステム、土壌、草地、森などを回復させるこ

とこそが必要である。小家族への移行こそが、人々

の絆を深め、痛みを和らげてくれるのではないの

か。なるべくなら故郷に、或いは近くの不毛の地に

小さな多機能的難民キャンプ村を設立、太陽光発

電－小規模な節水型点滴潅漑農園村を、そしてそ

の片隅に寺子屋式、保健所をつくる。そこで個人

衛生、産児制限の理論と実際について学んでいく。

ある専門家によれば、女性の中等教育の拡大は、

出生率を大幅に低下するための唯一最良の方策

であると。また「ついておいで」と言う避妊をテーマ

にした連続TVドラマは企画編集が上手で人気番

組となり、メキシコの出生率は10年間で34％も低

下した。

・水ing

三菱商事、荏原製作所、日揮、それぞれのノウ

ハウを融合した総合水事業会社。2010年～海水

淡水化、水の再利用、上下水道の整備など。より

グローバルな水市場の事業拡大を目指している。

最近の異常気象や人口増加により、オーストラリア

の都市も深刻な水不足に直面している。アデレード

海水淡水化施設を中心に、パース、ブリスベンなど

主要都市で水事業を進めている。更にはマニラ、ベ

トナム、インドなどの新規事業開発を展開中。漸く

日本国政府もそれぞれの友好国との間でその絆を

深めながら協力しあおうとの雰囲気、より具体的

に、積極的に支援して欲しいと願っています。

・比較的近い友好国インドそして東南アジアへの一

つの思い

その国民性も好ましく、何よりも私は紅茶が好き

です。インドの人口は現在12億人、2030年には2億

数千万人の人口の増加が予測されています。そん

な中、工業化への道を急いでいますが、もし出来る

事ならば、二酸化炭素排出量を押さえた日本の技

術も取り入れて欲しいと願っております。現在北西

部インドの1/4は砂漠化が進み、加えて隣国から難

民がなだれ込み高さ3ｍのコンクリートの壁を築き

対応に苦慮していると言われています。またよく知

られているところでは、米国もメキシコの国境沿い

に塀を巡らし、世界中のあちらこちらで鍔ぜり合い

が続いています。日本は島国だからいいね、なんて

言ってばかりはいられません。じわじわと海面上昇

が迫ってきている。なんとかして人口増加、温暖化
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を止めなければ！

最新のニュースによれば、ヒマラヤ氷河を源流と

するメコン河に巨大ダムが建設された。上流はうる

おうかも知れないが、下流の米どころの人々の運

命や如何に？

以上一つのモデルケースとして夢を描きながら

筆を進めて参りましたが、1月16日夕刻、アルジェリ

アで働いていた善意の技術者の方々が、拘束され

たとの悲しいニュースが飛び込んできました。漸く

日本国政府も近隣の友好国との間で、より具体的

に、より積極的に絶対的水不足に対応しょうとの

雰囲気が盛り上がりを見せた矢先のことにて、大

変残念に思われます。とりわけ先程紹介した水ing

の日揮の社員、技術者の方々も拘束されたとのこ

と、ただただ狼狽するばかりであります。しばらく時

間を頂きたいと思います。

此れまで、その多くは何冊かのレスターRブラウ

ン著、環境ジャーナリスト、翻訳家、枝広淳子女史

の訳文に魅せられるままに森の中をさまよってしま

いました。所詮は実行力のない老人性妄想とご寛

容頂けるならば幸甚と存じます。
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大和RC 中村 守 様

正月早々、首を寝違え例会を休んでしまいました。

今日が今年初めての例会です。宜しくお願いします。

綾瀬RC 鈴木 正和 様

今年も宜しくお願いします。新年早々、寄らせて頂

きました。

横澤 創 会長・入江 公敏 幹事

今週は大雪で始まり、今日は地球のお話です。上

田会員どうぞ宜しくお願い致します。

後藤 定毅 君

①会長が私の気持ち以上の説明をして下さって光栄

です。要は会員みんなでロータリーを学び楽しみましょ

う！に尽きるように思います。

②梅野さん、お元気になられ、例会に見えて何よりで

す。我がクラブの紅二点が欠けないように、お体こ

れからも気をつけて下さい。

上田 利久 君

誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございます。あ

と6日で84歳になります。今日は久しぶりの卓話…お

聞き苦しいところがあるかも知れませんが、ご寛容く

ださい。

梅野 房子 君

永い間、ご無沙汰を致しました。まだ半分しか回復

しておりませんが、出来る限り出席させて頂きます。宜

しくお願い致します。

長野 俊八 君

誕生日のお祝いありがとうございます。

松崎 正実 君

女房の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

内緒ですが、還暦です。私は今筋肉痛です。雪は嫌い

です。

梅田 秀雄 君

①誕生日を祝って頂きありがとうございます。60歳代

最後の年になります。

②上田さん、本日の卓話楽しみにしていました。「地球

に残された時間」。大事な事です。宜しくお願い致し

ます。

富澤 克司 君

1月は入会と誕生日のダブルでお祝いをありがと

うございます。今年も宜しくお願い致します。

舘盛 道明 君

先週、都合で欠席いたしました。明けましておめで

とうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。

橋本 日吉 君

妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。○

○才になったか忘れてしまいました。今後共々宜しく

お願い致します。

長谷川 清 君

家内の誕生日を祝って頂きありがとうございます。

その家内なのですが、先日ケアマネの国家試験に合

格してしまいました。なのでそのご褒美として彼女の

新しい楽器(ビオラ)を買うことになってしまい、私の財

布スッカラカンです。とほほ…

阿萬 正巳 君

鈴木さん、中村さんようこそいらっしゃいませ。今年

も宜しくお願い致します。

岸 幸博 君

梅野 房子さん、久しぶりです。体に気を付けて例会

に来て下さい。

スマイルボックス 岸 幸博 委員長 本日 \25,000 累計 \516,670


