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本日の例会を含めてあと 3 回となりまし
た。県内では 1 か月以上に亘り感染者の発
生がなく、このまま夏を迎えることができ
ればと思います。前回は宇宙論の話題を提
供しましたが、その限界を感じるとともに
人類の足跡に興味が向かい、本日は進化論
の話題を提供させていただきます。
人類がどのようにして現在のようになっ
てきたかという進化論では、実は宇宙論に
似た状況になっています。様々な技術革新
により、宇宙論では観測技術、進化論では計
測技術が蓄積的に発達し、それらによる新
しい発見があり、これまで定説と呼ばれた
内容が短い時間間隔で書き換えられていま
す。しかしながら宇宙論が何となく発散し
ていくのに対して、進化論の方はなんとな
く収束していくような感じがしています。
さて、ご存じの方もいらっしゃるかと思
いますが、最近有名になったイスラエルの
歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリにより上
梓された「サピエンス全史」について紹介さ
せていただきます。この本は大著ですがそ
の中で、人類は約 7 万年前に「認知革命」
、
約 1 万 2,000 年前に「農業革命」
、500 年
前に「科学革命」の 3 つの「革命」を経るこ
とで、現代のホモ・サピエンスになったと
主張しています。3 つの「革命」の中で一番
話題を集めている革命が「認知革命」です。
これは人類が虚構を作り出すことができる
ようになったという革命であり、他の生物
には見られない特徴で、集団で生き残る差
別的な術を獲得することで現代の繁栄に繋
がったとしています。
日本列島にも早い時期に認知革命を起こ
した人類が到来し、その後あの 1 万年以上
に亘る縄文時代へと続いていきます。大陸
文明では厳しい自然環境の下で、自然と対
決する方向で文明が進んでいったのに対し
て、日本文明では森の中の優しい自然環境
の下で、自然と調和する方向で文明が進み
ました。時折襲ってくる天変地異と日常の
優しい自然、圧倒的な時間と定住生活は、
元々認知革命を起こした能力を基盤とし
て、日本文明特有の性質を培っていったと
考えられます。無から有を生じさせる極端
な精神性は、その萌芽はすでに認知革命に
よる十分な素養として存在し、その後の縄
文の環境により異様なまでに熟成した結果
と思われます。
今回のコロナ禍に際しても、確たる理由
もなくこのコロナ禍は人災ではなく天災で
あると考えてしまう性向は、実に世界的に
特異な日本人特有の反応です。これまで天
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右近八郎 会長

国歌斉唱
ロータリー・ソング「我らの生業」
お客様並びに来訪ロータリアン紹介
会長あいさつ

右近八郎 会長

幹事報告

菅沼 裕 幹事

各委員会報告
■戦略計画委員会
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森岡幸江 委員長

■広報小委員会
「友」5・6 月合併号紹介

箱岩 偉 委員長
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田沼紀美子 委員長
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例会変更のお知らせ
●福島北 RC、6/16（火）の例会は 12 時 30
分より精華苑にて開催されます。
その他のお知らせ
● 6 月ロータリーレートは 1 ドル 108 円と
なりますのでお知らせ致します。

変地異を甘受し、それでも自然との調和を
選択してきた縄文時代からの日本人の特性
なのです。
今後の国際社会でそれなりの役割を担う
日本人および日本文明に関する知見とし
て、何かの参考になればと思います。簡単
ですが本日の会長あいさつとさせていただ
きます。
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本日のプログラム

各委員会報告
■職業奉仕委員会より報告
ロータリーの豆知識（平成 27 年 5 月
14 日例会）よりあなたの職業奉仕を採
点してみませんか
1960
年代の RI 資料に、当時使用され
職業奉仕委員会
た職業奉仕採点表というものがあります。
丹治 正博 委員長
現在にも通用する立派な採点表ですので、
あなたも自己採点されてみては如何でしょうか。
職業奉仕採点表
これは、あなたがどのように職業奉仕の義務を遂行し
ているかを、自分で測定する採点表です。ここに示す 20
の項目を検討して、自己採点をして下さい。
１、私はロータリアンになったために、職業を通じて社会
に奉仕する機会が増えた。
２、私は公正な利潤を得るために、公正な価格を設定する。
３、私は社会が必要とする商品又はサービスのみを販売
する。
４、私は親切丁寧を事業の原則にしている。
５、私はそれがたとえ商習慣であっても、一切の賄賂は認
めない。
６、私は同業者とも友好関係を保ち、共通のサービス向上
に協力する。
７、私は若い人達が高い職業基準を理解して実行するよ
う指導する。
８、私の広告は商品を偽りなく表示する。
９、私は同業者組合において、倫理的取引規約の実践に積
極的に協力する。
10、私は従業員の提案を奨励する。
11、私は従業員に公正な昇進の機会を与える。
12、私は従業員の過失に対して、自分にも責任があると
きは快くそれを認める。
13、私は職業奉仕をより良く理解するため「奉仕こそわ
がつとめ」を読んだ。
14、私はロータリーの奉仕の理想を職場に生かす手段と
して「四つのテスト」を活用する。
15、私は自分の仕事の中でも可能な限り他人を援助する。
16、私は請求書の支払を速かに行う。
17、私は弁償、苦情、紛争に関して相手方の権利を尊重
する。
18、私は従業員に公正な賃金を支払う。
19、私は支出の記載、保険の給付、課税の申告、その他の
帳票を偽りなく作製する。
20、私の行動によってロータリーは正しく評価されると
思う。
※「奉仕こそわがつとめ」1948 年 パーシー・ホジソン
編集 (RI 出版 )
過去のロータリー運動の中で取り上げられた職業奉仕
の具体的な事例が豊富に盛り込まれていて、職業奉仕を
実践するに当たって、ロータリアンが取り組まなければ
ならない課題を、項目別に問題提起している。 著書名は
ホジソン RI 会長年度のテーマであり、後の RI 会長テーマ
の原型ともなった。
（出典：ロータリーの源流 R12680 地区田中毅 PDG）
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■青少年奉仕委員会より報告
2019-2020 年度クラブスローガンに
右近会長は「福島ロータリープライド」
を掲げました。これを次の世代に持続さ
青少年奉仕委員会 せる要として、芳賀ガバナーの地区運営
方針の中の一つにある「青少年奉仕活動
小原 敏 委員長
に参加しよう」に着目し、委員会として
も年度の重点方針としました。タイミングよく当クラブ
傘下にある福島東稜高校 IAC が、地区 IAC メイン行事で
ある IAC 年次大会当年度ホスト校でした。オリンピック
ムードたけなわな時でもあったため、
「スポーツと地域振
興」をテーマに福島ロータリアン数名の会員が講師役を
務めるなど、大会内容にも多彩な工夫が施され大変好評
を博しました。他の IAC 地区大会を含めこれまでにない
多くの県内各地区のロータリアンの参加に恵まれました。
以下年間計画された主な活動を報告します。
１．地区大会での IAC 活動報告
10 月 27 日（日）パルセいいざか
２．ライラ研修会 3 月 7 日（土）
・8 日（日）
新型コロナウイルス禍で中止
３．
「世界インターアクト週間」にちなんでの IAC 活動報告
11 月 7 日（木）通常例会
４．IAC・RAC の地区大会
・IAC リーダー研修会 5 月 30 日（木） 会津大学
・IAC 年次大会 8 月 8 日（木）
・9 日（金）
福島県青少年会館他 ホスト校：福島東稜高校
・IAC 地区外（国際理解）研修会
11 月 16 日（土）
・17 日（日）
・RAC 地区指導者研修会 6 月 23 日（日）
南東北卸センター
５．猪苗代湖水保全活動漂着水草回収作業 10 月中旬
主催者の都合で中止
６．年忘れ家族会 12 月 19 日（木）エルティ
RAC・IAC 招待
７．各種事業のキャンペーン 公共イメージ向上活動
・福島ポリオデーイベント
「福島 FC ポリオチャリティマッチ」
11 月 24 日（日）とうほうみんなのスタジアム
RAC・IAC 参加
８．県北第一分区新世代会議 11 月 23 日（土）
福島成蹊高校 ホスト校：福島成蹊高校
９．三者合同新世代会議 3 月７日（土）
福島学院大学駅前キャンパス
新型コロナウィルス禍で中止
10. 優良 IAC 認証式 2 月 28 日（金）
福島東稜高校 IAC3 年生

■戦略計画委員会報告
前回の例会で、細則の改正案をご提示
しましたが、修正のご意見があり、再度
戦略計画委員会 修正しました。6 月理事会に諮り、承認
森岡幸江 委員長 されましたので、現細則第 16 条改正に
則り、ご通知申し上げます。赤字の部分
が修正箇所となりますので、ご覧下さい。
投票は 6 月 25 日の通常例会を予定しておりますので、
よろしくお願いします。
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新会員スピーチ
㈱オギノ

代表取締役社長

荻野 誠也

会員

皆さまこんにちは。10 月に入会させて頂きました、株
式会社オギノ荻野誠也です。
本日は、新会員スピーチのお時間を頂きありがとうご
ざいます。
私は、昭和 48 年 11 月 20 日生まれの 46 歳で明治病院
さんで生まれました。
福島市南部の小田という所で育ち、学校は平田小学校・
信夫中学校・日大東北高校・東北福祉大学を卒業しました。
小学校・中学校は、スポーツ中心の生活で水泳・ソフトボー
ル・サッカーと色々なスポーツをしました。小学校低学
年までは、スイミングスクールで水泳を習い、3 年生の頃
から地域のソフトボールやスポーツ少年団でサッカーを
して来ました。1 学年 1 クラスしかない小さな小学校だっ
た為、水泳の選手や陸上の選手と色々経験でき夏休みに
なると、朝 8 時から水泳、10 時からソフトボールの練習、
午後からサッカーの練習と 1 日中外で活動していて、そ
の中でも特にサッカーは小学 3 年からレギュラーになれ
たのもあり、真剣にサッカーをやってきました。
朝は学校に登校して直ぐ・休み時間・昼休み・部活、
休みの日は家の前の田んぼでボールを蹴って遊び、ボー
ルを触らない日はないぐらいサッカー中心の生活で、5・
6 年生の時にはフォワードでプレイできる様になり県内
でも強い方のチームでした。ですが中学に入るとそこの
中学校はサッカー部がなく、ソフトボールの経験もあっ
たので仕方なく野球部に入る事にしましたが、どうして
も野球には馴染めず、サッカーが好きなメンバーと話し
合い、親から学校に掛け合ってもらい何とかサッカー部
を作りました。中学 1 年の途中から部活が出来たので、3
年生はいない 1・2 年のチームでスタートすることにな
りました。2 年生の頃はあまり強いチームではなかった
のですが、3 年には中体連で県 3 位の成績で終わる事が
出来、県北の選抜チームメンバーに選ばれるくらいサッ
カーに打ち込んで来ました。そんなサッカーばかりの生
活をしていた私は、成績も悪く当時強かった高校に入れ
るギリギリの成績でした。
選ぶ高校はどうしてもサッカーの強い高校に入り、全
国大会にでて国立競技場の芝生でサッカーをするのが夢
だったのですが、父親からお前は日大東北高校に行けと
言われました。日大東北高校は建築科もあり県内の建築
業の卒業生も多く、後々人脈作りにいいからという事で
す。父は、サッシ・木製建具・木製家具の会社を経営して
いて、後に私に跡を継がせようと、ことある事に仕事の話
をする様になっていて、当時はその話をされると必ず喧
嘩になり、サッカーばかりを考えていた私には日大東北
高校に行く選択肢は全くありませんでした。
ある日、進学について父親と話し合っている時に、また
日大東北高校に行けと言われ、日大東北高校は、南福島駅
から電車で 1 時間かけ安積永盛駅で降りて歩いて 15 分
の所にあります。そんな遠い学校には行きたくなかった
のですが、父親から思わぬ言葉が出てきました。日大東北
高校に行くならアパート暮らしになるな。と言われ私の
気持ちは一転しました。高校から一人暮らし。その一言で
私は日大東北高校を受ける事に決めました。
当時悪さをすると大人 5 人子供 4 人の 9 人家族でした

ので、大人 5 人から 1 人づつ怒られる事に嫌気をさして
いた私には、なんて良い環境なんだろうと夢の様な暮ら
しを想像しましたが、入学してもアパートが見つからず、
見つかるまで電車で通えと言われ通常より多い小遣いを
渡されお金につられて喜んで通っていました。1 か月過
ぎ学校生活にも慣れて来た時に電車で通えるな、と父親
から言われました。私の高校生夢のアパート生活も早く
も叶わず終わてしまい、いま考えると父親の作戦に乗せ
られたんだと思います。サッカーの夢も終わり高校生活
の夢も砕かれ、特に何をするわけでもなく、高校生活を
送ってきました。ただ唯一の救いは日大東北高校は県内
外色々な所から来ている人達が多かったので、高校生の
頃からいわき・会津・白河と友達の家に遊びに行けたり、
福島の高校では出来ないような幅広い経験が出来、友達
も幅広く作ることができ無事高校を卒業できました。
高校卒業後は、東北福祉大学に推薦で入学し、間違えて
自分の実力より上の大学に入れてしまったので進級する
のに大変で、念願の 1 人暮らしを楽しもうと思っていた
のですが、進級する為にやっとやっとで人生で一番勉強
した大学生活で終わってしまいました。
大学を卒業後は、株式会社オギノに籍を置き、3 年間限
定で東京の品川にあるコクヨ株式会社に研修社員として
入社しました。コクヨと言うと文具用品の会社と思われ
がちですが、建材用品も扱っていて、そこで設計事務所に
営業する部署に配属になり、その部署は誰でも知ってい
る様な大型物件の営業をしている部署でした。私たち新
入社員は 3,000㎡以上の物件で担当者が決まっていない
物件の飛び込み営業・先輩たちの見積手伝いでした。入
社したばかりで何もできない事は頭では分かっていまし
たが、実際に営業して痛感しました。毎日分厚いカタログ
を 10 冊持たされ東京の地理もわからず、地図を片手に迷
子になりながらも 1 日 10 件を目安に営業です。何回行っ
ても門前払いされる会社ばかりで、悔しくてやる気がな
くなり公園にカタログを投げ映画館でサボった日もあり
ました。どうしたら会って貰えるのだろうと悩みました。
朝 5 時から会社の前で待ち伏せして会って貰った時もあ
りました。課長にはやり過ぎだと注意されましたが、今ま
で特に目標もなく何も考えずダラダラ生活をして来た私
でしたがこの事を機会に良い経験が出来、その後 2 年間
は朝 9 時～ 24 時までのハードな仕事でしたが何とか研
修社員として研修して今の会社、株式会社オギノに戻っ
て来ました。
最後になりましたが、当社は創業昭和 22 年・設立昭和
55 年で設立 40 年の会社で、創業当時は祖父が障子・ふ
すま等を製作し、小田地区の住宅を施工している大工さ
んに営業し建具屋さんから始まり、父の代でアルミサッ
シの販売を始め市内の建築会社様をメインに営業を始め
ました。今ではアルミサッシ・木製建具・木製家具を製
造販売して、福島県内・近県の公共施設・病院・学校の
建設物件をメインに建設会社様に営業しています。
25 歳の時に会社へ戻り、20 年になりますが 10 年前に
父親がくも膜下出血により倒れ、震災の年に私が社長を
引き継ぐ事になりました。今までは復興バブルと言われ
た時期でしたが今後仕事がなくなると言われるなか、こ
れからが社長として試される時期と考えています。福島
ロータリーに入会させて頂き皆様に色々教えを頂き勉強
させて頂きたいと考えていますので、引き続きご指導ご
鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。
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「ロータリーの友」5・6月号のご紹介

私 の ひ と こ と

広報小委員会 箱岩 偉 委員長

〜クラフトビール〜
暑くなりビールの美味しい季
節となりました。かつては地ビー
ルと呼ばれブームとなったご当地 中川宏生 会員
ビールが、ここ数年は『クラフトビール』として楽
しまれています。大手メーカーのビールとは一味
違った魅力があり、皆様もご存知と思いますが福
島には桃が入ったビールもあります（数年前まで
ある理由から『発泡酒』とされていましたが）
。
ビールは発酵方式の違いからラガーとエールの
2 つに分けられます。日本ではスッキリ飲みやすい
ラガーが主流ですが、クラフトビールでは香り豊
かなエールも人気です。どちらも美味しいですが、
今年はやはり『エール』を楽しみたいと思います !
■縦組みの表紙 手島知健（1885 〜 1968）
表紙について P71（横書き）

例 会 ス ケ ジ ュ ー ル

6 月 25 日（木） 12：30 〜 クーラクー リアンテ サンパレス
【通常例会】今年度最終例会
右近八郎 会長スピーチ
菅沼 裕 幹事スピーチ

7 月 2 日（木） 12：30 〜 クーラクー リアンテ サンパレス

戦前、国際ロータリー（RI）から脱会していた日本ロー
タリーが、1949 年に復帰するための大きなけん引役と
なった方で、1950 年代に「四つのテスト」
（THE FOURWAY TEST）」の邦訳を取りまとめたことでも知られてい
ます。福島ロータリークラブの認証状に手島知健氏のサイ
ンが記されています。
（赤枠囲み）

【通常例会】
葊澤俊樹 ガバナー補佐 クラブ訪問
県北第一分区 会長・幹事 来訪
各 RC 会長より挨拶
■ 7 月誕生祝い

7 月 9 日（木） 12：30 〜 クーラクー リアンテ サンパレス
【石黒秀司ガバナー公式訪問】
石黒秀司 ガバナー
葊澤俊樹 ガバナー補佐 来訪
7 月 16 日（木） 18：30 〜 クーラクー リアンテ サンパレス
【新旧役員慰労夜間例会】
7 月 23 日（木） 祝日の週の為休会

ニ コ ニ コ B O X 報 告

本日のニコニコBOX投入額

認証状

32件

右近 八郎 会長
今週は暑い日が続きました。熱中症にご注意ください。
菅沼 裕 幹事
委員会報告よろしくお願い致します。荻野会員のスピーチ
を楽しみにしております。
伊藤 雄治 会員
暑さに負けず、コロナにも負けず、そんな福島を応援して
いきたいと私は考えます。それにしても暑いですね、福島。
荻野 誠也 会員
新会員スピーチ宜しくお願い致します。
小野 悦也 会員
荻野さんのお話を楽しみにしております。

04

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2019-20

¥67,000

累計

¥2,269,000

［報告］

田沼紀美子 委員長

二階堂 宏樹 会員
梅雨入りし大雨の被害も心配になります。コロナ対策との
両立が課題となります。
───────────────────────────
クラブ会員より
安藤健次郎／小原 敏／岡田新也／加藤義朋／熊谷 謙／
五阿弥宏安／小林仁一／古俣 猛／後藤浩之／相良元章／
佐々木高敏／佐藤英典／佐藤美奈子／茂成直政／茂田士
郎／白岩康夫／反後太郎／丹治正博／坪井大雄／土屋敦
雄／中川宏生／村上守人／森岡幸江／八代大輔／山貫昭
子／田沼紀美子

