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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ゲストスピーチ

株式会社クラロン

会長あいさつ
2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

本日はクラロン会長の田中須美子さん
にゲストスピーチをお願いしておりま
す。皆様ご存じのようにクラロンは運動
着メーカーですが、障碍者雇用に力をい
れており、
『日本でいちばん大切にしたい会社』という本
にも取り上げられている素晴らしい会社です。また現在
96 歳ということですが、全くそうみえません。ご主人の
田中善六さんはすでに他界なさっていますが、福島ロー
タリークラブの会長、そしてガバナーも務め、ロータリア
ンの最高の栄誉とされる「超我の奉仕賞」を受賞された方
でもあります。素晴らしい経営の秘訣やご主人のお話な
ど興味深いお話が伺えるものと楽しみにしています。
さて、本日の会長挨拶は障碍者雇用に関連して「多様
性」のお話をいたします。皆さんの中で色の見え方が普
通の人と違う「色弱」の方もいらっしゃると思います。実
は日本人の男性の 20 人に 1 人、女性の 500 人に 1 人が該当
します。日本全体では 300 万人以上、世界では 2 億人もい
るとされています。結構多いですね。人間の網膜には赤、
緑、青の光を感知する 3 種類の錐体という視細胞があり
ますが、生まれつきこの細胞が普通の人と異なる反応を
する人もいます。そうすると色の見え方が違ってきます
が、病気や障害ではなく、血液型のような遺伝的に受け継
がれていく感覚の多様性のようなものとされます。
昔は学校検診で色覚検査が行われていました。モザイ
ク模様に隠された数字を読み取るものでしたが、
「差別に
つながる」との声が強まり、2002 年に学校検診の必須項目
から外されました。現在では自分の色覚を知るため希望
者に任意で行っています。医学部などへの入学や職業選

例 会 次 第

菅野 晋 会員

㈱クラロン 代表取締役会長 田中須美子 様
福島東稜高校法人事務局員
安藤恵子 様
福島東稜高校 IAC 顧問
上野浩子 様
福島東稜高校 IAC 部長
大木 遥 様
副部長
菅野かな 様
部員 石塚英莉 様
金子すみれ 様
福島学院大学RAC 顧問

田中 須美子

菅野 晋 会員

様

択で制限される場合も昔はありましたが、今ではほとん
どなくなりました。
一方、カラー技術の発達で書籍や地図、案内標識、電子
機器の操作画面や電光掲示板でも様々な色で情報を伝え
ることが多くなりました。色で伝える情報が増える中、色
弱の人が不便さを感じるケースも増えています。赤と緑
が見分けにくい人の場合、危険を知らせるハザードマッ
プで危険な地域が赤、安全な地域が緑だとわかりにくい
場合があります。テレビなどの電源ランプの赤と緑の見
分けがつきにくい場合もあります。赤い色が黒く見える
タイプの人には黒板に赤いチョークで書いた字が読みに
くく感じます。地下鉄の路線図もいろんな色が使ってあ
ると色弱の人には見にくいようです。実は同じ赤でも朱
色など少し色合いを変えるだけで見やすくなるのですが、
まだ社会に広く伝わっていません。
多様な色覚を持つ人に配慮して、だれもが見やすい色
を使っていこうというのが「カラー・ユニバーサルデザ
イン」の考え方です。NPO 法人カラーユニバーサルデザ
イン機構ではどんな色遣いが見やすいか検証し、しっか
り知識を学んだ人に資格を与える制度を作っています。
新聞社やテレビ局などでも検定に合格した資格者を配置
するところもあります。私の会社はまだ資格者はいませ
んが、この考え方を社内で広めたいと思っています。
年をとれば物が見えにくくなってきます。日本は世界
トップの高齢社会です。誰にとっても見やすい色遣いは
色弱の人だけでなく、すべての人にとって見やすいもの
であり、価値あるものです。カラー・ユニバーサルデザイ
ンが当たり前になる社会はきっと障碍者にも優しい社会
でしょう。ヒトの色の見え方は文字通り色々です。ロータ
リーの皆様にも多様性についてぜひご理解いただき、社
会に広めていければと願っております。

6 月誕生お祝い
優良ＩＡＣ認定書交付
優良ＲＡＣ認定書交付

五阿弥宏安 会長
開会点鐘
国歌斉唱、ロータリーソング「奉仕の理想」
渡辺健寿 会員
四つのテスト唱和
お客様並びに来訪ロータリアン紹介

代表取締役会長

代表挨拶
福島東稜高校 IAC 部長
福島学院大学顧問

会長あいさつ
幹事報告
各委員会報告

■例会小委員会

大木 遥 様

大木 遥 様
佐藤佑貴 様
五阿弥宏安 会長
佐藤美奈子 幹事

佐藤佑貴 様

佐々木高敏 委員

■本日のプログラム
渡辺健寿 会員

閉会点鐘

五阿弥宏安 会長

佐々木高敏 委員

佐藤佑貴 様
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本日のプログラム

ゲストスピーチ
株式会社クラロン 代表取締役会長

田中 須美子

様

本日は、福島ロータリークラブ第 27 代会長、また国際
ロータリー第 253 地区（福島・山形）ガバナー（1983-84 年度）
を務められ、
「超我の奉仕賞」を受賞された故田中善六様
の奥様で㈱クラロン代表取締役会長の田中須美子様にご
講演をいただきました。ここ数年は講演をお断りしてい
たそうですが、
「福島ロータリークラブ」ということで特
別にご講演いただきました。心より感謝申し上げます。
田中様は 1925 年生まれ、1956 年にご主人と運動着メー
カーのクラロンを創業されました。同社は「職業を通じ
て社会に奉仕する」をモットーとし、心身に障がいのあ
る方、女性、高齢者に優しい会社、楽しく働くことのでき
る会社をめざしています。1977 年常陸宮ご夫妻が工場を
視察され、2015 年「日本で一番大切にしたい会社」大賞で
初の厚生労働大臣賞を受賞されるなど、福島のものづく
りを支えています。講演の内容をまとめました。コロナ
禍の中、心温まる講演で胸が熱くなりました。
（記録：幹事 佐藤美奈子）
本日は、福島ロータリークラブでご講演の機会をいた
だき感謝申し上げます。久しぶりに皆様にお会いでき大
変嬉しく思っています。
私の 96 年の人生の 3 分の 2 は、主人とともに二人三脚
で育てた会社が占めます。クラロンは、1956 年に創業し、
今年創立 65 周年を迎えます。弊社は、障がい者の自立、
女性の活躍、高齢者の活躍に積極的に取り組んでいます。
現在従業員 117 名のうち障がいのある方は 32 名、女性も
多く雇用し、さらに健康で勤労意欲のある社員は定年を
迎えても延長勤務が可能で、年齢、障がいなどにこだわ
りのない雇用により会社を運営しています。特に、障が
い者の雇用については、障がい者という名前がなかった
創業当時から力を入れてきました。
亡き主人は、1968 年中合の会長横山利一さんの勧めで
福島ロータリークラブに入会いたしました。ロータリー
で学んだ「奉仕の精神」に感動し、実践してまいりました。
主人は「障がい者を雇用しようと思ったのは、義務感で
はなく自然なことだった」と振り返り、
「障がい者に指導
する上で大切なポイントは褒めることであり、褒めるこ
とにより希望や夢を生んでいくことを確信した」と話し
ていました。そんな主人が亡くなった時、私は生きる気
力を失い、茂田先生にお世話になり医大に入院いたしま
した。2 ヶ月後に退院して会社に出勤すると、1 人の男性
社員が駆け寄ってきました。その社員は、自閉症で、採用
時の書類には「情緒不安定で時々大声を発する」とありま
したが、主人は彼を採用しました。彼は、入社後も工場内
に響き渡るほどの大きな声をあげ走り回り、ほかの社員
が仕事を中断することもしばしばありました。そんな彼
を主人は倉庫に連れて行きふたりで大声を出し、終わる
と彼の肩をトントンとたたいていてあげました。これを
2 年程続けると、彼は奇声を発することが少なくなり、夫
を見つけると肩をたたいてもらい、落ち着いてニコニコ
して仕事に戻りました。このやり取りは、ほかの社員の
間でも「肩トントン」と言われ、夫の入院で終わったと思
っていたのですが、彼は出社した私を見つけて、
「肩、肩」
と言いながら「社長さん頑張って」と言ったのです。私は、
生前の夫と彼の姿を思い出し、胸が熱くなりました。私
は、障がいのある人を助けていると思っていたのは間違
いで、私こそが障がいのある人たちに癒され慰められて
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いると気づき、立ち直ることができました。そして、彼の
肩をトントンとたたいてあげました。
ある時、彼のお母様が携帯をもって会社にいらっしゃ
いました。昨日のご自身の誕生日に、
「お母さん、お誕生
日おめでとう。生んでくれてありがとう」というメールを
息子が送ってくれたと喜んで見せてくださいました。
「元
気な娘からはメッセージもなかったけれども、息子は送
ってくれました。35 年の長い間自立の道をと考えていた
ことが無駄ではなかったと思いました。私は、息子に『あ
なたが生まれてきてくれてありがとう』とメールを送り
ました」と嬉しそうに話して下さいました。彼は 45 歳に
なりました。とても背が高いので、私は肩トントンがで
きません。なので、背中をトントンします。会社に行けば
彼のように一緒に働いてくれる障がいのある社員がいま
す。障がい者を雇用していると得にならないことも事実
でしょう。でも、障がい者雇用は企業の社会に対する責
任と考えています。
入社にあたり、私は彼らに「仕事を覚えるより、友達を
作ってください」と伝えます。仕事を長く続けられる秘訣
は、①人間関係②やりがい③お金―といわれます。褒め
ることによって人は育ちます。私は、
「ありがとう」
「助か
ります」と社員に声をかけています。自分には何が向いて
いるのか？健常者だから、仕事ができるとは限りません。
障がい者は、同じことをしても飽きません。丁寧で、優し
く、無駄口をききません。障がい者は素晴らしいのです。
「人は何のために働くのでしょうか」高校生の座談会で
質問を受けました。法政大学大学院教授であった坂本光
司先生に尋ねると「人の役に立つため」
「人に感謝される
ため」
「人の役に立つことによって愛され、必要とされる
ため」と教えていただき、納得しました。主人が残した理
念と同じだったからです。
「余生」という言葉があります。私の場合は与えてもら
った「与生」
、命だと思っています。ですから私は、皆様の
お役に立ちたいと思っています。誰かの話を聞くだけで
もいいでしょう。アドバイスができたら、なおいいと思
います。人の心に寄り添うこと、会話もいいでしょう。
「ハチドリのひとしずく」という南米アンデス地方のお
話があります。山火事が起き、森の生き物たちはわれ先
にと逃げていきました。しかし一匹のハチドリだけは逃
げませんでした。そのハチドリはくちばしで水のしずく
を一滴ずつ運んで火の上に落としていきました。ハチド
リの行動を見て他の動物は笑いましたが、ハチドリはこ
う言いました。
「私は、私にできることをしているだけ」
障がい者の自立をめざした会社は何度も壁にぶつか
り、会社がどれくらい社会の役に立っているのかと思っ
たことも多々ありました。しかし人間は一人では生きて
いけません。人との出会いによって交流が生まれ、自分
を磨くことができます。私は私にできることをすればい
いと思っています。
人は生まれた時に大声で泣き出しますが、周りの人は
笑顔で誕生を祝ってくれます。私は、96 歳。私が亡くな
ったら、周りの人は涙をながし悲しむかもしれませんが、
私は笑ってその時を迎えたいと思っています。私の今は、
誰かが生きたかった明日かもしれません。ですから、私
は一日一日を大切に生きたいと思っています。
主人が逝去した後、机の引き出しにメモを見つけまし
た。
「笑顔を絶やすな」
「挨拶はしたか」
「感謝したか」
「油
断はないか」
「満足の一日だったか」
。今、そのメモは主人
の写真の横に飾り、毎日その言葉を振り返りながら、そ
の日あったことを主人に報告しています。
今日は主人に「福島ロータリークラブで講演をしまし
た、久しぶりに皆さんとお会いできました」と伝えたい
と思います。本日は講演の機会をいただきありがとうご
ざいました。

6 月 12 日〜 16 日 2021 年バーチャル国際大会開催のご案内
2021 年バーチャル国際大会は、ロータリーファミリー
に積極的に参加し、新しいことを学び、画期的な機会の扉
を開くチャンスとなります。バーチャルラウンジで仲間
とのネットワークを広げ、奉仕の新しいパートナーを見
つけ、世界中の会員との楽しいアクティビティをお楽し
みください。
2021 年バーチャル国際大会オンライン登録

参加希望の方は、MyROTARY より
ご自身で登録ください。
［登録料：65 ドル］
2021 年バーチャル国際大会登録ページ
https://convention.rotary.org/ja

③ 登録情報を入力して『次へ』をクリック

2021 年 4 月 21 日更新

① 国際大会登録ページ(https://my.rotary.org/ja)の『登録』をクリック

④ 入力内容を確認し、『次へ』をクリック

図は下記の方の入力例です。

※同ページ内でキャンセルポリシーや最新情報もご確認ください

例
登録者：山田太郎
メールアドレス：test@gmail.com
緊急連絡先：
山田花子 (TEL: 03-5439-5800)
クラブ名：東京赤羽
会員 ID：11111
ニックネーム：太郎

『送信』をクリック。ご入力いただいたメールアドレスの受信ボックスで登録内容を確認
⑤ 支払情報を入力し、

住所：
〒108-0073

『プロモーションコード』は不要

東京都港区三田 1-4-28

早期割引期間中は

三田国際ビル 24 階

自動的に割引となります

職業分類：弁護士

② 2021 年バーチャル国際大会登録ページの『今すぐ登録』をクリック
※画面上部で言語選択を行っていただけます
※同ページ内で暫定スケジュールをご確認ください(米国中部時間で表示されております)

カード情報を入力して『送信』

6 月 誕生お祝い 〜おめでとうございます〜

士 林 RC の 手 紙
台北士林 RC から、メッセージが届きましたので、ご紹
介いたします。
福島ロータリークラブ
会長 五阿弥 宏安 様

茂田 士郎 会員
昭和 10 年 6 月 1 日
加納 武志 会員
昭和 34 年 6 月 6 日
二階堂宏樹 会員
昭和36年6月21日

優良 IAC

廣山 祐治 会員
昭和41 年 6 月2 日
浦部
博 会員
昭和11 年 6 月8 日
安斎 圭一 会員
昭和38年6月25日

RAC

高橋 雅行 会員
昭和28 年 6 月 6 日
加藤 義朋 会員
昭和11 年 6 月 9 日

認定書交付式

本日2021年6月4日は、誠に歴史の1ページに残る記
念すべき日となりました。
日本政府が無償提供するワクチン124万回分が、台湾
に無事到着いたしました。
コロナ禍において、長い間、両国間の実質的な往来は途
絶えていたかに見えましたが、深い友情と熱い情感は少し
も衰えることはなかったのです。どのような言葉で、今の
私共のこの感動と感謝をお伝えすべきでしょうか。
台湾国民を代表して、皆様に心からのお礼を申し上げ
ます。
困難な際に日本の友人から支援していただいた恩は生
涯も決して忘れることはございません。
士林扶輪社2020-21年度
社長Jonathan 及び会員一同

●福島東稜高校 IAC
部長		
副部長
部員
部員

大木
遥様
菅野 かな 様
石塚 英莉 様
金子すみれ 様

●福島学院大学 RAC

神山 千里
戸内呼統子
星野 寛輝
斉藤 友菜
千葉 優佳
顧問

大河内吉幸
鈴木
茜
様 高橋 拓夢
様 砂塚 沙耶
様

様

様

様
様
様

様

佐藤 佑貴 先生

（コロナ禍のため生徒の代理で出席）

2 月の地震で被災したクラブ事務局
の整理並びに書庫搬入が無事終了い
たしました。
相良元章副会長、菅沼裕会員、佐藤
美奈子幹事、金子與志人次年度幹事、
佐藤良智副幹事、吉田大樹副幹事、渡
辺泰子次年度副幹事、荻野誠也次年度
副幹事、村上守人次年度副幹事のご協
力をいただきました。
ありがとうございました。
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私のひとこと
㈱アド・プロダクション 相談役

幹 事 報 告

浦部 博 会員

わたしは二人の画家の友人を持ってい
る。一人は抒情と寓話の画家であり、一
人は情熱とデーモンの画家である。
寓話の画家と云っているのは、昔平和通りにあったカ
ラキヤ家具店の長男の鈴木航伊知という男で、家業を弟
に任せフランスに渡り、サロン・ドートンヌ他の賞を獲
得してプロの画家になった、美しい色彩と繊細なタッチ
で、中世の物語りを背景とした、寓話と謎に満ちた作品
を多作している。わたしが彼の作品に惹かれるのは、音
楽や文学に対する好みと同一だ。
一方のデーモンの画家と云っているのは、伊達町生ま
れの故・舘井啓明で、同じく西川寝具のデザイン室長を
辞してフランスに渡り、強烈な色彩と荒々しいタッチで
独自の人物・風景画を次々と描いた。
「オレはついにピ
カソを越えた」と豪語していたが、わたしが衝撃を受け
たのは、そんな作品を描きながら生きて行こうとする彼
の豪胆さだ、そんな作品で生
活が出来るとはとても思えな
かったから、憧憬に近い畏敬
を感じたものだ。
絵のことがよく分からない
のに、画家の友人がいるとい
うのは贅沢極まりないことだ
と思う。
最近、わたしも油絵を描い
ている。過日は、日本舞踊に挑
戦してみた。
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■ 6/12（土）開催の県北第一分区 My Healthy Action が
開催されます。健康祈願と信夫山散策をあわせた親睦
行事となっておりますので、ぜひご参加くださいます
ようご案内いたします。
■第 2530 地区「地区史購入申し込み」を行っております。
ご希望の方は事務局までお知らせください。
■ 6 月ロータリーレートは 1 ドル 109 円となりますので
お知らせいたします。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
6月10日
（木） 12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
【通常例会】新会員スピーチ

佐藤充孝税理事務所 税理士 佐藤 充孝 会員
JRA 福島競馬場 場長 藪 政勝 会員

委員会年間活動報告

＊親睦小委員会
＊例会小委員会
＊公共イメージ委員会

■「友」6 月号紹介

古俣
猛 委員長
丹治 正博 委員長
田沼紀美子 委員長

6月17日
（木） 12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
【通常例会】新会員スピーチ

東邦銀行 取締役頭取 佐藤

会員スピーチ

稔 会員

㈱ネッツトヨタ福島 取締役会長 大沼 健次 会員

委員会年間活動報告

＊会員増強委員会
安藤健次郎 委員長
＊国際奉仕委員会
後藤 忠久 委員長
＊ロータリー財団委員会 菅沼
裕 委員長

本日の投入額 51件 ¥123,000 累計 ¥2,455,000

㈱クラロン 代表取締役会長 田中須美子 様
本日は、ご講演の機会を頂きありがとうございます。
久しぶりに皆様にお会いできうれしく思っております。
五阿弥 宏安 会長
クラロン会長の田中須美子さんのスピーチを大変楽しみに
しています。
佐藤 美奈子 幹事
田中須美子様の講演楽しみにしています。東稜高校 IAC、
福島学院大学 RAC 優良認定証交付おめでとうございます。
阿久津 肇 PG
田中須美子さんのクラブ訪問に感謝して。
安藤 錬雄 会員
田中須美子様のご講演楽しみにしています。
浦部 博 会員
お誕生日祝いありがとうございます。田中須美子様のご来
訪を感謝して。当時、田中ガバナーに色々とお世話になった
ことが思い出されます。
小原 敏 会員
本日は優良インターアクター認定書の交付に際しまして、本
校生及び教職員までご招待いただき、心より感謝申し上げます。
草野 武夫 会員
田中須美子様のご来会を歓迎して。
白岩 康夫 会員
田中須美子様のスピーチを歓迎して。
高橋 雅行 会員
誕生の月、68 歳となります。皆様のご祝意に感謝申し上げ
ます。
幡 研一 会員
田中須美子様のお話、拝聴します。田中善六パストガバ
ナーを思い出しながらお聞きいたします。
渡辺 健寿 会員
田中須美子様のゲストスピーチ、楽しみに拝聴いたします。
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お知らせ

［報告］ 佐々木高敏 委員

渡邊 又夫 会員
田中須美子様ようこそ。田中善六さんの会長年度は 197778 年。今から 43 年前。
私は入会間もない 42 歳でしたが、副幹事の大命を頂き、夢
中で務めました。心からの感謝を込めて本日のお話を承り
ます。
加藤 義朋 会員
誕生祝いありがとうございます。
茂田 士郎 会員
誕生祝いを有難うございました。6 月 1 日で 86 歳になりま
した。ミャンマーで軍隊による市民への攻撃・虐殺が行われ
ておりますが、私は少年の頃に見た映画『ビルマの竪琴』で、
安井昌二が扮する水島上等兵が斥候（せっこう）に出て、メ
コン河のほとりに点在して倒れている日本兵の死体をビルマ
の僧侶たちが懇ろに弔うさまを見て、敗戦後も日本に帰国せ
ず自らビルマの僧侶となって、同僚の霊を弔い世界平和のた
めに祈るという心意気が彼の奏でる竪琴の音とともに思い出
されます。いま、ビルマの僧侶たちはどうしているのでしょ
うか。あの敵国兵までも弔うという寛容な慈悲の心が、今で
もミャンマーの人々にあるならば、自国民に向けて発砲する
という残虐なことがどうしてできるのでしょうか。
内池浩会員
先日、第一回目のワクチンを打ちました。とりあえず一安心。
───────────────────────────
クラブ会員より 安斎圭一／安藤健次郎／伊藤雄治／今井理
基夫／岡田新也／小野悦也／加藤弘樹／金子與志人／加納武
志／熊谷謙／後藤忠久／後藤洋伸／小林仁一／古俣猛／相良
元章／佐々木高敏／佐藤英典／佐藤良智／清水太郎／菅沼裕
／鈴木朋恵／田沼紀美子／反後太郎／丹治正博／土屋牧雄／
坪井大雄／中川宏生／二階堂宏樹／半沢治久／藤井守／村上
守人／八巻恵一／山貫昭子／吉田大樹／渡辺泰子

