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2月23日はロータリー創立記念日です。
1905年シカゴでロータリーが誕生してから117年
となります。1896年にロータリー創設者ポールハ
リスはシカゴに弁護士事務所を開業しました。2年
程経って弁護士として安定した生活を送れるよう
になってきましたが、大都会の人間の冷たさを痛感
し、またファストネームで呼び合える友達がいない
事に気づきました。そしてある時、親睦について考
えました。心の渇きを癒し、政治や宗教の立場を離
れてお互いの意見を大らかに認め合えるような人を
1人ずつ集めたら、という構想が浮かびました。そ
して石炭商、洋服屋、鉱山技師という同業者でなく
職業関係の違う3人の実業家に声を掛けて、お互い
が相互の協力を推進したり、お互いに裸の付き合い
を深めるやり方について案を出したところ全員が賛
成となり、1905年2月23日最初の会合が開かれこの
日が公式のロータリー創立記念日となります。
ポールハリスのロータリーの原点とは何だったん
でしょう。
第1に仲間の大切さ
第2にお互いを思いやる優しさ
第3に心の寂しさを癒すくつろぎの場
と、純粋に親睦を求めていたと思われます。その
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後、色々な会員が増えていき、ある会員に相互の
親睦や会員間だけの取引等ではクラブの閉鎖性があ
ると指摘され、ポールハリスはこれを撤回してやが
て地域社会への奉仕の指向が生まれたとされていま
す。
さてロータリーとは何ぞや?
皆それぞれロータリーに関する考え方があると思
いますが、ポールハリスはこう語っています。ロー
タリーとは何か?もしもロータリーが人間とか人生
というものを一層温かい目を眺めるように我々を導
いてくれるなら。もしも、ロータリーがお互いの長
所を認めるためにより一層寛容で熱意を持って教え
てくれているのなら。もしも、ロータリーが人生の
楽しさと美しさを発見してそれを広めようとしてい
る同志相互の親睦であるならばロータリーは我々の
望みを全て叶えてくれる。と、ポールハリスは最後
まで親睦ありきの考えがあったと思われます。そし
て親睦の根底には寛容がなければならないと自覚し
たポールは、「ロータリーイコール寛容」と宣言し
ました。
僕はロータリーに入会して今年10年となります
が、まだロータリーとは何ぞやと語れません。今後
もロータリー活動を通して自分なりのロータリーを
見つけられればと思います。
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１．先日参加したRI会長杯ロータリーワールドゴ
ルフカップですが、日本で205名、世界で1035
名参加したそうです。
集まったポリオ寄付金は33万ドル、約4000万
円。これにビルゲイツ財団から同額の寄付がさ
れるので約8000万円のポリオ寄付金になるそ
うです。
順位がわかり次第メールが届くそうですが、
佐々木幹事だけ何か商品が当たったようです。
9000万円ものポリオ寄付に繋がるイベントに
微力ながら当クラブからも4名参加出来て良か
ったです。
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〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
日時：3月3日(木) 休会
理由：定款第7条第1節d項に基づく
日時：3月24日(木) 休会
理由：定款第7条第1節d項に基づく
２．3月5日(土)RLI(partⅡ)がオンライン開催されます。
当クラブからは、谷会員が出席します。
宜しくお願いします。
また、同日に「ロータリー学友と繋がるセミナー」が
オンライン開催されます。当クラブからは、次年度青
少年奉仕委員長の茂田会員と、交換留学を予定して
いる陶さんが出席します。宜しくお願いします。
３．次週3月7日(月)以降の例会は、蔓延防止等重点措
置が解除されましたら、ハイブリット形式での通常
例会となります。
点鐘12時30分、13時30分閉会です。(食事12時～)
状況により変更がありましたら、随時ご連絡致しま
す。宜しくお願いします。
なお、例会前11時30分より理事会が開催されます。
理事の皆様はご出席下さいますようお願い致しま
す。
また、例会終了後13時30分より新理事会が開催され
ます。新理事の皆様は、ご出席下さいますようお願
い致します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．創立50周年記念式典の出欠の案内

会員卓話
「最近の気になること」

皆さんこんにちは。この度、
君 津ロータリークラブに入 会
させて頂きました、株 式 会 社
ティースタイルの外山です。創
立50周年を迎える、非常に歴
史ある当クラブに入 会させて
頂き、大変光栄に思っておりま
す。一流のビジネスマンの皆様

外山

さくら会員

に私が何を話せるんだろうと正直悩みました。主婦出
身の私は「経営」や「ビジネス」は、まだまだ新米です
ので、ちょっと趣向を変えて「私が最近気になってい
ること」というテーマでお話をさせて頂きたいと思いま
す。
私もまだまだ勉強中なのですが、メタバースについ
て、お話させて頂きます。メタバースとは「仮想空間」
のことを言うんだそうです。ギリシャ語の「超越した」
という意味の「META」と「宇宙」を意味する英語の
「ユニバース」を合わせた造語だそうで「現実」と「宇
宙」を超えた第3の世界です。インターネットの普及に
よって劇的に情報量が増え、ボーダレスな世の中にな
りましたが、インターネットは2次元だったり、動画や
画像、文字でのコミニュケーションが中心なのでまだま
だ現実社会と比べると不便さがあります。
皆さんの中でFacebookをやってらっしゃる方は多い
と思いますが、Facebook社はメタバースに参入するた
めに社名を「META」に変え、2025年までにSNSの世
界をメタバースに変えると宣言しています。
また「Google」や「マイクロソフト」などの世界的な
大企業も積極的にメタバースに参入するなど、海外で
はかなりホットな話題であり、投資先にもなっているみ
たいです。
メタバースは、デジタルの中の仮想空間なので、住
んでいる地域問わずにいつでも自由に好きな人とコ
ミュニケーションが取れます。自分が電源を切ってい
ても存続していて、いつでも誰でもその世界にアクセ
スできて、現実の世界と同じように自由に使える世界
です。ニュースなどでも、自分は家に居ながらアバター
を使って渋谷のパーティーに参加するとか、自分のア
バターが世界遺産をめぐる旅など紹介されています。
この間、インターネットのニュースを見ていました
ら、ニューヨークの不動産投資会社が「仮想のゲーム
の世界の土地」をなんと、5億円で購入したとの記事
を見てビックリしました。不動産だけでなく、ビープル
という人の制作したデジタルアートも、75億円で落札
されました。それ以外にも、ナイキのスニーカーがスマ
ホの中で3Dの描画でクルクル回っていて、そのスニー
カーに高値がついたり、アバターが身につけるスニー
カーのブランドが有名になったりしています。
今までのデジタルデータはコピーがすぐに出来て
あっという間に拡散されていましたが、ブロックチェー
ン技術の進化によって、所有権が証明出来るように
なったことで、データに資産性を持たせて、現実の世
界でも価値を保有出来るようになりました。私が一番
スゴいと思った物はTwitter社の創設者、ジャックドー
シーの最初のツイートが3億6000万円で落札されたと
いう事です。落札した会社の社長さんは「このツイート
はモナリザと同じくらいの価値がある」と言ったそうで
す。

現実社会でも、コロナ禍において人との関わり方が
大きく変わりました。私には3人の子供がおりますが、
オンラインで友達と繋がることが当たり前になっていま
す。昨年就職活動した息子も企業との面接、面談、イ
ンターンシップ、全てオンラインでした。私の就職活動
の時は1人でも多くの企業の方に、靴底を擦り減らして
会いに行け！などと言われたものです。
そして、最近の幼稚園児はタブレットの中ですごい
速さで家を建てています。ここに壁を作って、ここはバ
ルコニー、ここに暖炉を置こうと、アプリを使いこなし
ています。そんな子達が大きくなったらどんな世の中
になるのかな？と思います。
男女の出逢いも、私が学生の頃は合コンや、ナンパ
が中心でした。最近はマッチングアプリでお互いの加
工した写真しか知らず、実際会って、別人でドン引き
(笑)みたいな話しも良く聞きましたが、もしかしたら10
年後はアバター同士が仮想の空間で会って、リアルに
は会わずにデジタル婚姻証明書を発行して結婚するな
んていう世界が待っているかもしれません。ゲームで
はすでに、同性婚がOKだとか、出産、子育てオッケー
だとか、礼服の作成、新居の装飾をするビジネスが存
在します。アバター同士が結婚して子供までデジタル
世界だと、人類はいずれ滅びてしまうのかな？などと
考えてしまいます。また、未来のリアルの社会でモテる
ためには、メタバースでの地位やステータス、資産が重
要な要素になるのかも知れません。
ですが昭和生まれの私はまだまだ「リアルな世界と
人」が好きです。6年前この地域に引っ越して来てか
ら、多くのお友達やご縁が出来ました。今回の入会を
きっかけに、素晴らしい先輩方と交流や勉強をさせて
頂いたり、始めたばかりで下手ですがゴルフにも最近
とてもハマっています。是非ご一緒させてください!
今まで、余裕が無くて子育てしかして来なかった
私ですが、これからは国際的に視野を広げながらロー
タリアンとして奉仕活動にも参加したいと思っていま
す。皆さん、これからも、どうぞ宜しくお願いいたしま
す。

ニコニコＢＯＸ
岡野

祐

佐々木昭博

外山さん、入会間もないのに卓話あ
りがとうございました。これからも
宜しくお願い致します。
2月26日(土)に地区チーム研修セミ
ナーにZOOM参加させて貰いまし
た。次年度は地区社会奉仕委員とし
て頑張りますのでご協力宜しくお願
いします。外山さん卓話ありがとう
ございました。
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もう明日から3月、急に暖かくなり
季節感も春にまっしぐらですね。コ
ロナ感染者が減少はしているもの
の、しばらく下げ止まりの状況が続
くとの見解もあり、心置きなく活動
できる日常が待ち遠しいです。当初
計画通りの50周年記念式典および
祝賀会が開催されることを祈念しつ
つ、引き続きロータリー活動を頑張
ります。私事ですが、先週末にワク
チンの3回目接種を終えました。2回
目まではファイザーで全く副反応も
なく家族からは生理食塩水を間違っ
て打たれたのではとまで言われてい
ましたが、今回はモデルナで39度を
超える発熱で結構大変でした。
外山会員、卓話ありがとうございま
した。本日は、久しぶりに当選させ
て頂きました。ありがとうございま
した。
ロシアとウクライナの問題は、国際
平和を維持することの難しさを考え
させられます。平和維持に少しでも
貢献すべく、ロータリー活動に取り
組んでいきたいと思います。
外山会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいます。
昨日より暖かく春が近づいているよ
うです。外山会員、卓話ありがとう
ございました。
明日より弥生月、小糸川沿いには菜
の花が咲き始め、寒桜もつぼみが開
き始め、春の訪れを感じた今朝の散
歩でした。
外山会員、卓話ありがとうございま
した。
暖かくなってきました。ゴルフのお
誘い待っております(笑)
外山会員、卓話ありがとうございま
した。どうやらまん延防止措置も延
長されそうですが、出来る対策をし
て感染防止に努めていきたいと思い
ます。
今日は皆様の貴重なお時間を頂き、
ありがとうございました。
外山会員、貴重な卓話をありがとう
ございました。これからもロータ
リー活動を頑張ります!
平和が一番だと本当に思います。
ロータリークラブという国際平和を

川村

優子

内山貴美子

藤代

公成

大住

昌弘

髙橋

雄一

宮本

茂一

坂本

直樹

目指す団体の一員として「今、何を
すべきか」考えさせる数日間でし
た。
外山会員、卓話ありがとうございま
した。
外山様、卓話ありがとうございまし
た。2月20日の北京オリンピック閉
会式から1週間で、世界はあっとい
う間に怪しい雰囲気になりました。
世界の人々の皆が笑顔で笑えるよう
に祈ります!
外山会員、貴重な会員卓話ありがと
うございます。
つい先ほど、まん防延長との話を聞
きました。辛い日がまだ続きます
か?ご自愛下さい。
だんだん春めいてきますね!春にな
る頃にはコロナが終息して桜など花
見でもして早く気持ちを切り替えた
いです。
外山会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいます。
外山会員、本日は入会間もないとこ
ろ、会員卓話ありがとうございまし
た。これからも宜しくお願いしま
す。

