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今週も例会が休会となっておりますので、クラブ通信をお届けいたします。

今 後 の 予 定
2月18日（木）

通常例会（予定）

「ゲスト卓話」

福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
副所長 鈴木 賢二 様

2月25日（木）

通常例会（予定）

「新会員スピーチ」 東北電力㈱ 執行役員 福島支店長
「ベテラン会員スピーチ」米山記念奨学会委員会 副委員長

二階堂宏樹 会員
加藤 義朋 会員

2 月 18 日（木）の例会は、持ち帰りお弁当を準備い
たします。開催時間は 12：30 ～ 13：15 に短縮し、
例会が終わってからその場でお食事いただいても結
構です。
お席の配置も感染対策を十分に講じ、正面を向いた
スクール形式での例会といたします。
＊感染状況によっては変更もありますので改めてご連絡いたします。

問題を調査した毎日新聞の記事によると、野党議員でも

会長あいさつ

実際には入院していたり、自民議員でも自宅待機をした

宏安

りするケースがありました。人は自分の信じたいものだ

新型コロナウイルスの感染防止のた

がそうであり、米国のトランプ支持者の間で今なお広が

2020-21 年度 会長

五阿弥

め、例会の休止が続いていますが、本日
4 日の理事会で 18 日の例会から通常開催
することを決めました。もちろん感染状況によっては変
更もありえますが、会員の皆様とお会いするのを心待ち
にしております。
本日はうれしいニュースからお伝えいたします。ロー
タリアンを称える最高の栄誉とされる「超我の奉仕賞」
を阿久津肇パストガバナーが受賞されることになりまし
た。この賞は、模範的で人道的なロータリー奉仕活動を継
続してきたロータリアンに贈られるもので、国際ロータ
リーから当地区のガバナー事務所に連絡がありました。
来月には受賞者に贈呈される記念のピンとクリスタルが
届くとのことです。ロータリーに対する阿久津パストガ
バナーの長年の功績が認められ、最高の栄誉を与えられ
たことは福島ロータリークラブにとっても誠に喜ばしい
ことです。改めて例会開催の時に受賞のご紹介をしたい
と思っています。
さて、
「ステイホーム」の浸透でテレビやネットを見る
時間が増えています。視聴内容はコロナ関連のニュース
が圧倒的に多いようです。それだけ人々が不安に思って
いるということなのでしょう。
ただ、注意してほしいのが事実に基づかないフェイク
ニュースです。最近では自民党の元幹事長、石原伸晃議員
がコロナに感染して入院しましたが、これをきっかけに
拡散したツイートがまさに虚偽といえるものでした。内
容は自民党議員は無症状でも即入院できるのに野党議員
は入院できないとして「自民以外は皆、平民」と指摘して
いました。
「その通りだ。けしからん」
と思った人が多かっ
たのでしょう。瞬く間に拡散していきました。
確かに石原議員は無症状で入院していましたが、
「野党

けを信じる傾向があると言います。まさにこのツイート
る陰謀説も同様でしょう。日本国内でも大統領選で本当
に勝利したのはトランプ氏と唱えるネット情報が拡散さ
れて呆れました。
正しいニュースとフェイクニュースの拡散スピードを
比べた調査があります。その結果は驚くべきものでした。
正しいニュースに比べ、フェイクニュースの方が 6 倍も早
く拡散していったのです。10 年前の原発事故の際、福島
を中傷するデマ情報があっと言う間に全国を、さらには
世界を駆け巡ったことを思えば、
「なるほど」と思います。
人は不安をあおるニュースにはとりわけ敏感に反応し
ます。専門家によると、人類の歴史に根差した自然な反応
でもあるようです。実は人類は何万年もの間、周りの脅威
に即座に対応できないと生き延びられない過酷な環境下
で暮らしていました。
「危ない」
「怖い」という負の情報に
素早く反応して行動した方が生き延びる率が高かったわ
けです。
「安全」な情報より「危険」な情報を早く入手して
仲間に広めることは、命に係わる大事なことでした。これ
が現代人の DNA にも引き継がれているようです。社会は
大きく変化しましたが、人間の脳はその変化に追いつい
ていないというわけです。
とはいえ、危険に満ち満ちていた大昔と違い、現代は
より安全な社会となっています。不安をあおるフェイク
ニュースに振り回されるのは百害あって一利なしです。
しかも、狭い範囲で情報が行き来していた昔と違い、瞬時
に大勢に伝わるネットの拡散力はすさまじいものがあり
ます。フェイクニュースの害悪もそれだけ甚大なものに
なります。
SNS は確かに便利ですが、不安をあおるニュースをみ
ても、すぐに「いいね」をクリックせず、
「これは本当 ?」
と疑うリテラシーを持ちたいものです。

議員は入院できない」というのは事実と異なります。この
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幹事あいさつ

にご指示頂き、久しぶりに緊張していました。ここで、緊

佐藤

2020-21 年度 幹事

美奈子

張を和らげてくださったのが、金子副幹事でした。
「美奈
子さん、いつもと違うな…（笑）
。1 月の誕生祝の歌、独唱

早いもので、2 月に入りました。先月

してくれるんじゃなかったっけ？」
。会場は笑いの渦に包

の YouTube 配信例会ですが、本日現在

まれ、
「5，4，3，2，1」とテレビ局並のカウントとともに無

再生回数が 150 回となり、会員の皆様の

事開始することが出来ました。次回は喉の調子を整えて、

他多くの方々に視聴して頂いております。皆様から「映像
がきれいでした」
「音声も聞きやすく素晴らしかった」
「ス

歌の練習をして臨みたいと思います（笑）
。
コロナ禍の中、少しずつ新しいことに挑戦しています。

ピーチもとても良かった」
「凝縮された例会で良かった」

今月は、お弁当の持ち帰りも可能、長テーブルに一人で

とメッセージやお電話を頂き大変嬉しく思っています。

黙食も可能な対面例会の開催を考えています。やはり、

実は開始直前、会場は「緊張するなぁ」と着席している会

YouTube より対面がいいですよね。コロナウイルスの対

員の方々がおっしゃる程、独特な緊張感に包まれていま

応にあたっている医療従事者の方々に感謝し、私たちも感

した。私も、
「５秒前からカウントが始まります。合図を

染対策をしっかりとりながら、あと少し頑張りましょう。

出して少ししてから始めてください」と NCV の中川会員

会員の皆 様 よ り
※原稿をお寄せいただきましたのでご紹介いたします。
のためキャンセル料はかからなかった。10 月の時点で日
本人はフランスに入国できたが、この 2 月からは日本人
丸進機業㈱
代表取締役社長

菅野 晋 会員

の入国も出来なくなった。
昨年のパリ行きの目的は、昨年 1 月に日本人がフランス
本土で初めてミシュランの３ツ星を獲得した、｢レストラ
ン ･ ケイ｣ の小林圭シェフの料理を食べる事だった。通常

フランス料理の食べ歩きがコロナで出来ない
私の趣味であるフランス料理の食べ歩きが、コロナ禍
で出来なくて困っている。
私は、ビフォアーコロナの時代の一昨年までは、毎週東

押し寄せ予約がとれなくなる。ところが、パリは昨年 3 月
からロックダウンになり、夏過ぎに一旦解除されたが昨
年暮れよりまた夜間の営業が出来なくなった。3 ツ星を獲
得し一番の稼げる時期を逃してしまったのだ。

京のフランス料理店を中心に、年に一度のフランス行き

東京のレストランも、コロナの影響を受け、昨年暮れで

も含め、年間 80 回から 90 回ほどフランス料理を食べてい

閉店した名店が何軒かある。今レストラン業界は、日本は

た。また、訪問したフランス料理店のミシュランガイドの

もとより欧州米国とコロナ禍で大変厳しい状況に置かれ

星の合計も年間 50 個ほど記録していた。

ている。このままコロナ禍が続けば、生産者を含め、世界

しかしこれが、コロナ禍の外出自粛により食べ歩きが
出来なくなってしまった。毎週当社の東京営業所に行っ
た後の、東京のレストラン巡りも、出張自粛により月に一
度がやっとになってしまった。
年に一度のパリ行きも、昨年 10 月の便のフライトの予
約をしたが、パリで 2 週間の待機、日本に戻っても 2 週間
の待機となる事から、結局予約をキャンセルした。コロナ
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3 ツ星を獲得すると、フランスはもとより世界中から客が
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のレストラン文化が衰退してしまう事を危惧している。
早くにコロナの収束を祈るばかりである。
自粛のため少食になった事から、最近私は胃袋が前よ
り小さくなったように感じる。以前のように自由に出か
け、腹一杯食べられる日は一体いつ来るのだろうか。そう
なる日を楽しみに待ちたいと思う。

な貨幣を眺めてうっとりしています。ちなみにここ数年
のクリスマスプレゼントは「石」
「古銭」と続いており、サ
いのちの電話
理事長

丹羽 真一 会員

ンタの役割を担う私も自然とそれらの知識を備えつつあ
ります。コロナ禍で外出出来ない彼にとって石や古銭を
見つめる時間が有意義であるよう父として願っています。
最後に、なぜそれらが好きなのかと尋ねると「将来価値

コロナ禍で女性と子供の自殺が増えた
という記事で考えたこと

が上がるのが楽しみ」だとか。私よりもずっと証券会社勤
務に向いているのではないかと感じる今日この頃です。

コロナ禍は自殺者の増加を招いてしまっていると新聞
記事にありました。その特徴は女性と子供における増加
だといわれます。コロナ禍のために失業したパートの女
性が多いことに一因があると言われます。それは納得が

みずほ証券㈱
福島支店長

いく話です。でも子供で増えているという話はすんなり

茂成 直政 会員

と理解が行かないように思います。休校、ステイホーム→
孤立という図式はなるほど、と思わせます。しかし、それ
だけではないようで、無価値観の高まりという要因があ
ると指摘されています。

年初から世界的に株高が加速！大規模な景気刺激策の
投入や金融緩和の継続等、投資家がリスクを取る姿勢を

子供が自分の存在に意味・価値を感じられるように大

強めております。しかしコロナ感染拡大による実態経済

人からの声掛けが必要だと強調されています。大人の側

の悪化など不安定要因が多い中での株価続伸です。株高

に、こうした声掛けをする心のゆとりが減っていると考

の持続性に疑問を持つ方も多数いらっしゃることは当然

えると合点が行きます。そう考えると、子供に表れる問題

の流れと考えます。この様な場面で投資アドバイスを求

は大人の中にある問題のしわ寄せなのだと考えることが

められる中、2050 年のカーボンニュートラル社会の実現

できます。

と、様々な分野におけるイノベーションの加速と 2050 年
や 2070 年の世界を想像し自分の投資アドバイスに軸を持
ち、世界経済の明るい未来を信じ日々仕事に向き合って
おります。
私の好きな言葉でパナソニック創業者松下幸之助氏が
野村證券㈱
福島支店長

八代 大輔 会員

「困難こそ発展の好機」という言葉を残しています。コロ
ナ禍のいま全ての企業が困難な状況に置かれています。
この数ヵ月で、できないと思っていたものが困難な状況
をきっかけに変革することが出来ています。こんな時期

息子の趣味
10 歳の息子には「石と古銭収集」という一風変わった趣
味があります。
「石」に関してはその辺に転がる石から天

だからこそ当たり前だったものを変えるチャンスと思い、
新たな挑戦をしていきたいと考えております。
昨年から松下幸之助氏の「日々のことば 生きる知恵・
仕事のヒント」を読み返すことが多くなりました。

然石まで興味の範囲が広く、コロナ前はいわきにある「石

生きる上で、仕事をする上で大事な信条や規範が詰

炭・化石館 ほるる」に連れて行くと目を輝かせて琥珀を

まっています。本と言っても松下幸之助氏の言葉が羅列

磨いていました。

されているだけですがお薦めの一冊です。

「古銭」に関しては「日本貨幣カタログ」を片手にネット
を隈なく見ては、
「寛永通宝」などその時代による特徴的
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農林中央金庫
福島支店長

望月大輔 会員

阿久津 肇 パストガバナー
｢超我の奉仕賞｣ 受賞決定！

新型コロナ感染防止のため、昨年末から懇親会禁止と
し、人とお酒を飲まない日々を過ごしています。一人で居
酒屋に行く日が多いですが、家で一人飲みの日も増えて
います。家で飲んでいると時間の区切りが無く、お酒の量
が増えてしまったので、健康のため次の対策を取ってい
ます。

阿久津 肇 パストガバナー

〇芋焼酎の牛乳割り
就職したばかりの頃、研修先のおじさんが「体に良い」
と言いながら飲んでいたのを思い出し、飲み始めました。
日本酒の方が好きですが、体に良さそうで気分が良いです
し、たくさん飲んでも二日酔いにならずに済んでいます。
〇ブロッコリーの炊き込みご飯
料理を用意して飲み始めるのですが、その後はおか

本賞はロータリーを通じて積極的で献身的な
活動を実践し、他の人々を助け、模範的な人道
的奉仕を実証した人々に贈られるものであり、
国際ロータリーがロータリアンに授与する最高
に栄誉ある賞であります。
当クラブからは、田中善六 PG が受賞されてお
ります。誠におめでとうございます。

しをつまみにダラダラと飲んでいました。締めのご飯で
区切りを作ろうと思い、二日酔い対策に有効と聞いたブ

2021-22 年度
シェカール・メータ RI 会長

ロッコリーを使って、炊き込みご飯を作っています。ネッ
トに出ていたレシピどおりに作ったらおいしかったです。

福島ロータリークラブ

次年度テーマ発表！

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/

私のひとこと

吉田 大樹 会員

私が代表を務めている、サン
ライトの 2021 年方針の中に、
『2S を強化し、生産性の改善を
行う。
』と文言を入れました。
2S とは、整理、整頓のローマ字頭文字 S を 2 つ
とった改善の用語です。整理 : 要るものと要らな
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いものに分け要らないものは処分する。整頓 :
要るものを使い易いように決められた場所に置
く。と定義しています。この 2S を追求していく
ことにより、探す手間など、ムリ、ムダ、ムラが
減って生産性を上げようとしています。
コロナ禍や、時代の流れで受注が浮き沈み
しますが、今出来ること、常日頃出来ることを
しっかりと行い、いざという時に備えたいと思
います。

