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４月は母子の健康月間
例会報告

VOL.５８

No. １５ (No.2643)

４月７日(水) 晴れ (司会 大澤 清委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎会員卓話
河合恒芳会員

入会式
稲葉英一郎会員

今後とも宜しくお願いします。

中嶋利成会員

誠実な会員になりたいと思いますので、宜しくお願いします。

誕生祝
≪ご夫人≫中島会員(２月)
４月 石井会員

秋田会員

染谷(正)会員

大澤会員

地区大会委嘱状

石井康弘会員 選挙管理委員会委員

幹事報告
週

五木田裕一幹事
報

なし

例会変更

なし

２０２１－２０２２年度 ガバナー補佐交代

中島邦夫氏→根本清美氏
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青木(英)会員

熊谷会員

４月は母子の健康月間
会長挨拶

北村英明会長
皆さん こんにちは。 すっかり春めいてきまして、午後はうっかりしていると眠気
に負けてしまうほどの暖かさになって参りました。昼食後の車の運転にはくれぐれ
もご注意ください。
この度、２人の新入会員を迎えることになりました。稲葉さん 中嶋さん ご入会
おめでとうございます。クラブ一同、心より歓迎申し上げます。お二人には一日で
も早くクラブに馴染んで頂き、共に ４つのテスト を実践して奉仕活動に勤しん
で頂ければ、と思います。今後のご活躍をお祈り申し上げます。皆さんも、お二

人をこれから温かく迎えて頂けますようご協力お願いいたします。今年度中の所属の委員会は、稲葉会員
が親睦委員会、中嶋会員がロータリーの友委員会 でお願いします。それから、内村支店長におかれまし
ては４年間の長期にわたり当地でご活躍頂きまして、大変ご苦労様でした。新天地＝下館でもご健勝・ご活
躍を心よりお祈り申し上げます。
さて、昨日（４月６日）の午後、つくばみらい市の小田川市長と面会し、
市役所内にて水海道ロータリークラブからの百万円の寄付金贈呈式を
行なって参りました。秋田社会奉仕委員長に橋渡し役をお願いして、市
役所内で不足しているアクリル板の設置・消毒液の補充 などをはじめ
とする新型コロナウィルス感染予防に使って頂くことを約束し、五木田幹
事と３人で授与してきました。この様子は、つくばみらい市広報 茨城新
聞のロータリー情報館 に掲載して頂く予定となっております。
また、常総市役所にも近日中に訪
問し、神立市長あて寄付金贈呈を行な
う予定となっております。こちらについても、寄附の目的はコロナ対策に特
化した使い途を紐付けして行なう予定となっております。例会数が少ない
中ですが、会員の皆さんからのニコニコボックスの浄財がこうした社会奉
仕への財源となります。今後とも引き続きご協力を宜しくお願いいたしま
す。
コロナ感染の状況についてはテレビ他、各種報道で皆さん情報を入手
しておられることと思います。ワクチン接種のタイミング・蔓延防止法の適
用の詳細・飲食店への営業規制や科料の件、、、等々、複雑であり、何処
までが決定されて徹底されるのか、理解しにくい部分が多々ありますが、我々に出来ることは、兎に角家族
以外の人たちとの接触を極力避ける、大勢の集まる場所に行かない、大人数のイベントには参加しない、と
いうことに尽きるものではないでしょうか。
さて、４月は 母子の健康月間 となっております。今年度ＲＩが掲げた主たる奉仕の重点テーマが７つあ
り、その一つがこの 母子の健康推進 となっております。しかしながら、この７つのテーマの中では地区に
おいても当クラブにおいても一番縁が遠いテーマのように感じられます。縁が遠い というのは、具体的な
奉仕活動をどのように進めたら良いものか、、どのようにすすめている例があるのか？が分からない、という
のが私の感想です。
ロータリーの友などに目を通しますと、全国では想像を超えた様々な活動を通して奉仕している姿が窺
えます。拙い知識ではありますが、総じて言えることは、“人の命を大切にしよう”ということに行き着くものか
と考えます。正しい性教育の在り方と理解・マタニティーハラスメントの増加・産後うつの問題・ドメスティック
バイオレンスの問題・児童虐待・自殺の増加問題 など、人の命・権利に関わるキーワードは沢山あり、
様々な意味で社会問題となっているようです。これらの中で、事業を営む私たちロータリアンにとって、避け
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ては通れない最も直面しそうな問題は、マタニティーハラスメントの問題ではないかと思います。産前・産後
の休暇の取得、妊娠前の会社内での処遇や地位・報酬 などに関して、休暇取得時もその後でも妊娠前と
同じ対応や報酬を施さなければならない。また、妊娠や出産に臨む社員の休暇によって、その回りの社員
に過度の負担や偏りが生じないように、仕事が円滑に進むよう会社が体制作り・雰囲気作りをしなければな
らない、などとされています。
多様性が求められる昨今、結婚しない女性、産まないと決めた女性、仕事と家庭を両立させたい女性と
さまざまな女性が同じ職場で働くことも珍しくありません。女性同士の軋轢を防ぐためにも、産休や育休を取
得する社員のみならず、女性すべてに対して平等にケアすることが必要とされます。また、男性からも妊婦
さんに心無い言葉を掛けたり、仕事上の差別をしたり、雇い止めをしたり といったことがハラスメントの最も
典型的な形とされています。私たち経営者として求められることは以上のような事態を未然に防げる様な、
就業規則をはじめとする社内の法整備、また、労働者同士の中で奇異な目や差別の目を持たせないように
する雰囲気作り、などが求められているのでしょう。セクハラ、パワハラなどと並ぶこの マタハラ は、会社
の成長を妨げる一大要因になりかねないのかも知れません。
母子の健康 に関して目を向けると、学校や地域社会などで卓話・講演会などを行なうこともロータリーと
しては立派な奉仕活動と言えます。しかしながら、各会社などにおいて上記のような対応をし決まりを作るこ
とが、我々にでも身近で比較的簡単にできる、奉仕活動と言えるのではないでしょうか！？職業奉仕と同
時に出来うる社会奉仕活動と言えると思います。資料を読むなりして改めて痛感したことは、労働者の方々
の権利や地位の保全といった、人権の尊重に関することが近年ますますクローズアップされ、会社や団体
を経営する立場の方達の義務や規則が、どんどん重く・大きくなってきている、ということです。現状では、
先進各国に比べて日本はまだまだ遅れている、という謗りを受けているのです。法制上も動きの激しい世の
中になってきており、心して会社運営にあたりたいものです。
米山奨学会委員会・ＰＥＴＳも今年はリモートを取り入れながらハイブリッドによる開催が出来たようです。
少しずつではありますが、ＷＩＴＨ ＣＯＲＯＮＡが確実に前進しているような気がします。オリンピックも開催
に向けて邁進しているようです。
政府の対応に期待をしながら、引き続き感染予防を徹底して日々暮らしてゆきたいものです。お身体、ご
自愛くださいませ。

会員卓話

河合恒芳会員

遠山記念館について
日興証券創設者である遠山元一の邸宅と美術コレクションをもとに、昭和45

年に開館した遠山記念館にあります遠山邸についてお話しします。因みに、
遠山元一は、弊社社長遠山明良の祖父になります。
所在は、埼玉県川島町、川越と桶川の中間に位置する、田園のなかにあり
ます。平成２０年に、圏央道の川島ＩＣが車で７分のところに開通し、至便とな
りました。
遠山邸は、遠山元一が、幼いころに没落した生家の再興と苦労した母、美
以のための安住の住まいとして、昭和８年から２年７ヶ月の歳月を費やして完成させた大邸宅です。日本各
地から銘材を集め、当時最高の建築技術を駆使して建てられました。
遠山邸は3つの棟を渡り廊下で結んでいます。その３つの棟それぞれが異なった建築様式になっていな
がら、全く違和感なく溶け込み、心地の良い変化と趣を味わうことができます。これは、建築技術と細部の
意匠がいずれも伝統に忠実で、一つとして手を抜くところがなく、木材、壁、建具や畳などの材料も、充分
に吟味されていて、自然素材の持ち味を保っているからです。
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伺った話ですが、雪見障子にはめられているガラスは、米国から輸入されたものと言われているそうで
す。当時の日本の技術では、歪むことなく見とおせる板ガラスを製造できる技術がなかったそうです。確か
に古民家などのガラスは、少し歪んで見えることがあります。今となっては、それはそれでレトロな味わいが
ありますが。
２月から３月にかけて遠山邸で毎年公開される雛段飾りは、遠山元一が、大正９年生まれの長女貞子の
初節句の祝いとして揃えたものです。
向かって右側の御殿飾りと向かって左側の段飾りの二種類があります。御殿飾りというのは、京都御所の
紫宸殿(ししんでん)風の館に人形を飾る方法で、江戸時代中期頃から用いられるようになりました。
一方段飾りは、内裏雛、三人官女、五人囃子、随身、調度品などが飾られた七段飾りです。特に五人囃
子と随身は、商標により東京十軒店の名工「永徳斉」(二代目) の作品であることがわかります。
主として御殿飾りは京阪地方で、段飾りは江戸で好まれた飾り方です。
遠山邸はＴＶ撮影にも使われています。最近では、石原さとみ主演ドラマ「高嶺の花」で、華道の家元の
実家として。平成２１年ＮＨＫドラマスペシャル伊勢谷友介主演「白洲次郎」でも使われました。ロケ地として
予定されていた大磯の吉田茂邸が焼けたため、急遽ロケ地として使われたとのことです。かつて吉田茂が
遠山邸に赴き、遠山元一と碁をうったりして過ごしたことがあるそうで、なにか縁があるのかもしれません。
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出席報告

松崎隆詞委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５１名

３３名

１７名

１名

０名

６６．００％

ニコニコボックス

石井康弘委員長

入金額

59,000 円

誕生祝御礼≪ご夫人≫中島・熊谷・石井・大澤・青木(英)・秋田・染谷(正)

４年間お世話なりました。

稲葉会員

中嶋会員

内村会員

稲葉さん、中嶋さん、ご入会おめでとうございます。ご活躍をお祈り致します。

北村(英)会員

稲葉さん、中嶋さん、ご入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
陽気もよくなりました。

1,199,000 円

各会員

本日入会させて頂きました。稲葉英一郎です。今後とも宜しくお願い致します。
これからお世話になります。宜しくお願い致します。

累計

五木田会員

倉持会員

稲葉英一郎新会員を宜しくお願いします。

白井会員

皆様お元気ですか。PETS 無事終了致しました。稲葉英一郎さん宜しくお願い致します。瀬戸さんの正僧
正就任式に参列致しました。

北村(仁)会員

４月に入りましたがコロナ禍は一向に収まりそうもありませんが、辛抱するしかありません。皆さん頑張りまし
ょう。

松坂会員

皆様お体ご自愛下さい。

田上会員

卓話致します。よろしくお願いします。

河合会員

河合会員の卓話楽しみにしてます。内村会員お疲れ様でした。下館でもガンバッテ下さい。石塚(利)会員
まだまだ感染に注意しましょう。
コロナに負けるな。

五味会員

染谷(秀)会員

前回の卓話では私の若き日のつたない努力をお聞きいただき有難うございました。

大塚会員

コロナ禍の中、先週 PETS に参加してきました。倉持会長エレクトお疲れ様でした。稲葉さん、中嶋さん、
宜しくお願い致します。
先週休みました。

会報委員会

石井会員

熊谷会員

染谷正美委員長

河合恒芳副委員長

傅 梦菊さんより届きました。
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中島成則委員

