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(1) ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱
(2) 高橋 秀樹会長挨拶

て世界各国の有名人にインタビューした内容や、自閉症の
方々への支援の記事の他、エンターテイメント情報などに
なっています。月に二回発行され、一冊 350 円ですが、そ
のうち 180 円が販売者の収入になります。つまりこれは、
施しによってではなく、働くことによって収入を得る機会
をホームレスの人々に提供し、それを習慣にすることによ
って、社会復帰を促そうとする試みです。もともとイギリ
スで始まって、エリザベス 2 世が購入して話題となったこ
ともあり、現在各国に広まっています。
私の妻がイギリスにいたときにこれを知りまして、日本版
も売っていないかと調べたところ、インターネットのサイ
トでどの街角に販売者がいるのか検索できることがわかっ
て、東京に出張する度によく買ってくるようになり、私も
その影響を受け、たまに買うようになりました。初めてホ
ームレスの人から買ったときにはちょっと気後れがしまし
たが、やがて慣れました。新潟には販売者がいないようで
す。日本全体としては、販売者となったホームレスのうち
一割以上が職を得て自立するようになったとの統計も出て
いて、そこそこの成功を収めているようです。
ビックイシュー日本編集部は、ホームレスの人々が詠ん
だ川柳を集めた句集『路上のうた』
（2010 年初版 2015 年
第二版）を発行していますが、先日これを買いました。い
くつか紹介します。

このところ、外国人によって日本の社会や文化が高く評価
されているという趣旨のテレビ番組や記事、インターネッ
トの情報などが目に付くようになってきたと感じます。そ
こで一つ興味深いものを見つけましたのでご紹介したいと
思います。
1960 年から国際教育振興会、国際交流基金の共催によって
外国人による日本語弁論大会が開催されていますが、一昨
年の第 54 回大会で、レイラ・ミユキ・アンラクさんという
ブラジルの日系三世の方が「ホームレスに学んだ日本人の
精神」というタイトルでスピーチを行い、優秀賞を獲得し
ました。
彼女は、日本に来て、池袋や新宿にたくさんいるホームレ
スを見て、大変驚いたそうです。日本のホームレスは、寝
た場所を汚さず、整理整頓して、仲間同士で話し合ったり
食事をしたりしていて、物乞いをしたり他人に迷惑をかけ
たりしないが、これは海外では考えられないことで、ホー
ムレスが物乞いをしたり、公園で騒いだり道行く人にいた
ずらをしたりすることが当たり前だそうです。日本ではホ
ームレスまでもが礼儀正しいと感じて感動した彼女は、い
ろいろ調べてみたそうで、
日本では約 70 パーセントのホー
ムレスが空き缶拾いやゴミ回収などの仕事をしていて収入
があること、
中には月額 15 万円以上の収入がある人もいる
こと、貯金して社会復帰した人もいること、人に迷惑をか
けまいとする態度が徹底して維持されていること等を知り、
これらの根底には日本人特有の思いやりの精神があり、こ
れを世界の人々は学ぶべきだ、と主張しました。
さて、日本の社会や文化の素晴らしい点をいろいろと発言
する外国人はたくさんいますが、ホームレスに目を付けた
人はちょっと珍しいと思います。ホームレスであっても日
本の場合は他の国の場合と異なり、人に迷惑をかけず、自
立しようとする意識が高い、という発言は、実にありがた
い指摘でありますが、では彼らの自立を支援するために一
般市民は何が出来るでしょうか。
突然ですが、
『ビックイシュー』という雑誌をご存知のか
たはどれくらいいらっしゃるでしょう。これはホームレス
の人が販売者登録をして、街角に立って売っている雑誌で
す。掲載されている内容は、ホームレスの社会復帰につい

老猫と 日がな一日 ベンチかな
夏バテだ 蝉の元気を 貰いたい
名月を 天に仰ぎつ 夢ん中
ベンチ寝る 頬をかすめる 枯葉かな
陽だまりは ホームレスにも 暖かい
北の風 このままいると 北枕

盆が来る 俺は実家で 仏様
入る墓 ないから百まで 生きよかな
ホームレス 戸籍上では 不老不死

暖かい 日射しが怖い 古弁当
百均も 我が暮らしには 高級店
アルミ缶 昔は捨てた 今拾う

みなさんのお仕事は、企業の利益だけでなく、日本の社会
の将来を支える役割を担うものであることも改めてお考え
頂き、ロータリーの職業奉仕と社会奉仕の理念を噛み締め
て頂ければ幸いです。本日の会長挨拶は以上です。

百円が あれば安心 2～3 日
野良猫が 俺より先に 飼い猫に

(3) ビジターの紹介
新津 RC 会長 山口高司君、幹事 小柳陽君、
創立 60 周年記念事業実行委員長 荻野構一君、
副実行委員長 原寛君

春来れど 卒業できぬ この世界

(4) 新津 RC 山口髙司会長ご挨拶

水ぬるむ されど仕事は 氷河期だ

私ども新津ロータリークラブは１９５５年（昭和３０
年）４月２２日に、東京ロータリークラブ様並びに新潟
ロータリークラブ様をスポンサークラブとし、
県内４番
目のクラブとして RI の加盟承認を受け、今年で創立６
０周年を迎えることとなりました。これもひとえに、東
京並びに新潟ロータリークラブ様をはじめ関係する皆
様方のご指導とご支援の賜物と心から感謝申し上げま
す。当クラブは、４月２５日（土）に６０周年記念式典
を挙行いたしますが、この度は会員の総意により、内輪
だけの簡素でつつましい式典といたしたく、
ご案内も第
３分区ガバナー補佐並びに第３分区内各クラブの会
長・幹事２名のみの参加とさせていただきました。つき
ましては、
新潟ロータリークラブ様へのご案内も差し控
えさせていただきましたので、
趣旨ご理解のうえご高配
を賜りますようお願い申し上げますとともに、
今後とも
変わらぬご指導とご支援を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。

新年度 スタート同時に 職なくす
指さされ あんな大人に なるなよと
前向いて 歩いたつもりが 後ろ向き

空腹で 何もないけど 友がいて

ホームレスは、働かない本人の責任だという意見がありま
す。確かにそういう面もあるかもしれません。しかし、日
本が高度経済成長の時代には、こんな問題はあまり口にさ
れませんでしたし、少なくとも今ほど注目されることはあ
りませんでした。つまり、日本全体の経済力と深く関わっ
ている問題であることは確かだと思います。
しかし、それでも未だ日本のホームレスは他の国とは違
うことは、最初に紹介したレイラ・ミユキ・アンラクさん
のスピーチの通りです。このスピーチに対する視聴者のコ
メントに、
「日本では法律で禁止されているから、物乞いが
いないのだ」という意見がありました。けれども、たとえ
法律で禁止されていても、本当に追い詰められたら生き延
びるために何でもせざるをえない筈です。法律で禁止さえ
すれば何でも規制できるのであれば、すぐさま犯罪も不祥
事も無くなる筈です。物乞いを禁止する法律が機能してい
るのは、逆に言えば、日本の社会と国民が、今のところは
まだそれだけの経済的な体力と市民としての見識を備えて
いるからでありましょう。
こう考えてくると、根本的な解決方法の一つは、みなさん
の企業が一層の活力を得て、全体として日本経済を支え上
昇させて、
雇用を確保していくことであろうかと思います。
つまり、ロータリーの理念の一つである職業奉仕が、ホー
ムレス問題解決の土台ともなり、ロータリーのもう一つの
理念である社会奉仕につながるわけです。
さて、みなさんは、子どもや孫たちの世代に、どのよう
な日本を残したいでしょうか。海外の町と同じように路上
に物乞いがいることが珍しくない社会でしょうか。それと
も、ホームレスがいないか、たとえいる場合でも、なんと
か物乞いをせずに済み、互いに助け合って自立を目指して
いる人々であるような、全体として底力を備えた社会でし
ょうか。

(5) 委員会報告
・岡村 健吉親睦委員長 ４月１４日の創立７５周年記
念観桜例会のご出席者は１５５名の予定です。
受付での
混乱を防ぐために、
会費を事前にご請求申し上げますの
で、お振込み下さるか、事務局にお支払下さいますよう
にお願い致します。
・ゴルフ同好会報告 柴田史郎
○本年度世話人は前年度に引き続き柴田史郎、
高橋康隆、
福地利明、小林 建、若槻良宏 吉田和弘の６人です。
○年６回、４，５，６，８，９，１０月に紫雲ＧＣに
て、９ホールぺリア方式で例会開催。
○５月を除き全て第４日曜日に開催。
○５月は前橋ＲＣの主催で、第５土曜日(５月３０日)
赤城ＧＣで対抗戦。
○前橋へ遠征しての対抗戦は３０日ゴルフ、３１日野
球、そして３０日夜に懇親パーティがゴルフ部と野球
部合同で行われる予定。
○６月の同好会コンペは新潟ＲＣチャリティコンペに
吸収させて開催。
○５月に新潟市内７クラブ懇親コンペ、１０月頃に地
区大会記念コンペがあります。
○以上の行事全て、同好会会員にはご案内を事前に毎
回差し上げます。

各種ご寄付の発表
米山奨学会寄付発表(宇尾野 隆委員)
徳永 昭輝君

(7) 卓話「勤務医 40 年を振り返って～
外科医・小児外科医として～」
白根大通病院長 新田 幸壽氏

(6) ニコニコボックス紹介（塚田 正幸委員長）
・新津ロータリークラブ 創立６０周年を迎えるにあたり、ス
ポンサークラブ 新潟ロータリークラブの皆様にお礼のご
挨拶に伺いました。いつもお世話になりありがとうございま
す。
・東海林 憲昭君 この度、人事異動により東京に帰任する
ことになりました。社長になって一年での異動となったこと
で、皆様から何かあったのではと心配のお声を頂いており
ましたが、本社に帰任となり問題はなかったと思っていま
す。皆様におかれましては、ご心配をおかけし申し訳ござ
いません。新潟ロータリークラブの会員にさせて頂き、皆様
のポジティブで思いやりのある姿を拝見させて頂き大変勉
強になりました。しばらく、ロータリー活動から離れることに
なるかと思いますが、新潟ロータリークラブで学んだことを、
今後の仕事といつの日かロータリークラブに復帰するとき
に活かしたいと思います。新潟ロータリークラブの皆様へ
感謝いたします。大変、お世話になり、有難うございまし
た。
・樋熊 紀雄君 今日の卓話で新田先生に無理をお願いし
ましたが、快くお引き受けいただきました。小児科医のエキ
スパートです。感謝の気持ちでﾆｺﾆｺです。
・長谷川 秀彦君 次男坊の高校ｊ受験、第一志望の福岡
県立修猷館高校に合格しホッとしています。これでまた３年
間の単身生活が決定です。また、私事ですがこの４月１日
で支配人に昇格しました。感謝です。ということでＷﾆｺﾆｺ
です。
・吉田 和弘君 結婚記念日のお花をいただきました。あり
がとうございました。あっという間の２０年でした。２７日の料
理研究会、アルコールをしっかり用意してお待ちしていま
す。
・塚田 正幸君 一か月半前から体質改善の為に食事療
法を続けています。肉、魚、パン、乳製品（牛乳類が飲め
ない）、卵、砂糖類、刺激があるカレー、コーヒー、アルコー
ル類を避けています。毎日家で玄米ご飯、又は日本そば
に野菜類、豆腐、納豆などと味噌汁、そして果物の食生活
を続けています。お蔭で内臓は元気で快食快便、しっかり
食べても体重が減りテニスでもフットワークが軽くなりました。
ただ、例会ではおいしい弁当の肉、魚、卵焼きを手つかず
で残してました。先週の例会からイタリア軒さんのご好意で、
ご飯、野菜（天ぷら、煮つけ、サラダ）に味噌汁の「塚田ス
ペシャル弁当」を作ってもらいましたが、おいしくて完食し
ました。今週も来週も例会に出席します。イタリア軒さんが
私一人の為に特別の弁当を作って頂ける事に心から感謝
します。ありがとうございます。超ニコニコです。

(8) 本日の出席率 ６８．８９％
会員数９６名（出席免除会員７名）
出席者６２名（出席免除会員１名を含む）

(2 週間前メーク後 ８３．５１

%)

３月３１日の例会予定
「新潟明訓高校インターアクト海外研修報告」
新潟ロータリークラブホームページアドレス
http://www.niigatarc.jp/

