２０１６年１月２８日発行 会報第８２５号
今週のプログラム

次週のプログラム

（２０１６年１月２８日 第８２５回例会）

（２０１６年２月４日 第８２６回例会）

「職業奉仕フォーラム」

卓話「ブログ（２）
」

担当

小山 富夫 職業奉仕委員長

担当

山本 雅之 会員

第８２４回例会 （２０１６年１月２１日）の記録
＜会長の時間＞

松田親男会長

お正月に梅が咲き始めたというニュースもありました。暖冬といわれていたのですが、今週は冬の嵐
が吹き荒れました。暖冬といわれていたのになぜ？というのが今日のお話です。
「暖冬」というと、冬の期間を通じて温暖で穏やかな気候のように聞こえますが、暖かいのはあくま
でも 12 月～2 月の 3 カ月間の「平均」の話です。暖かい日が継続的に続くことは希れで、高めの気温
が続いた後に、いきなり気温が急降下して厳寒になることが多く、暖冬イコール穏やかな冬ではない
そうです。
暖冬もエルニーニョの影響があると言われています。「エルニーニョ現象」とは東太平洋の赤道近
くの海水温が上がる現象のことです。過去最大のエルニーニョが起こった 1997 年と、2015 年の天候
と今年のエルニーニョパターンがとてもよく似ているそうで、例年に類を見ない大規模なものになる
と予想されています。
実はエルニーニョは 2014 年から発生しており、2 年連続でダブルエルニーニョになっています。そ
のせいで赤道付近の海水温度が上がって寒気が入りにくくなり、日本列島の南側で寒気と暖気がぶつ
かって不安定な状況になることが多いそうです。そして、日本列島の太平洋側に大雪や大雨が降るこ
とになります。2014 年 2 月に関東甲信・東北地方で記録的な大雪もこの現象によるものだそうです。
今回の冬の嵐も同じような事が起きているのではないかと思います。暖冬といっても油断ならないこ
とがわかります。
1 月 14 日に東京都でインフルエンザ流行宣言が出されました。例年１２月初めなので、１ｹ月半遅れ
ています。12 月の高温と雨が多かったことが影響しています。今年と同じような記録的暖冬だった
2006 年～2007 年シーズンは 1 月 28 日に流行入りし、３月にピークを迎えるなど、例年とは違うイン
フルエンザシーズンでした。「暖冬」という言葉のイメージとは裏腹に、気温の上がり下がりが激し
いことから、さまざまな影響をもたらします。ご用心下さい。

＜お客様＞
米山奨学生 肖 玟岑さん

＜出席報告＞

藤田芳浩 SAA

＜ロータリーソング＞

全会員

♪Ｒ・Ｏ・Ｔ・Ａ・Ｒ・Ｙ♪
会員数（内出席免除会員 4 名）

24 名

本日の出席者数（内免除会員 2 名） 16 名

＜ピアノ演奏＞

近藤美里さん

本日の出席率

72.73 ％

1 雨の日と月曜日は

前々回 1 月 7 日の修正出席率

86.36 ％

2 シェルブールの雨傘
3 瞳をとじて
4 Misty

＜幹事報告＞

山本友亮幹事

１. ソウル 第 17 回ロータリー囲碁大会の案内を回覧致します。
２. 次年度のクラブ役員キットが届きましたので、担当会員のメールボックスに配布致しました。
３. 新入会員推薦バッジが RI から届きましたのでご報告致します。
これは渡邊会員ご入会に対するバッジで、相原会員と木下健治会員お二人が推薦者ですが
バッジは一つしかありません。相原会員は以前に授与されていますので、
今回は木下健治会員に授与されました。
４. 本日例会終了後に「もず・はとの間」に於きまして今期活動報告のアセンブリーを開催します。
各委員長の皆様はご出席をよろしくお願い致します。
＜米山特別寄付表彰＞
第 2 回 米山功労者 松田会員
第 7 回 米山功労者 藤田会員
第 9 回 米山功労者 高尾会員

「MDRT 世界大会」
卓話

木下健治会員

前回卓話では、MDRT について話をしましたので、今回は 2015 年 6 月にニューオリンズで開催さ
れた世界大会(会員数約 42,000 人に対し参加者約 1 万人)について話をします。2015 年 6 月 13 日～
17 日に開催されましたが、私は大会運営ボランティア(PGA；私は MDRT ストアという売店の副店
長)のアシスタント・ディレクターという役になっていたので、2 日早い 6 月 11 日に現地入りしまし
た。まずは会場の下見やニューオリンズの街を散策しましたが、外はとにかく暑い！2006 年にもこ
こで世界大会が開催され、その直後にハリケーン・カトリーナによって甚大な被害が出ましたが、
今でもまだその爪痕が残っていました。ジャズの街ということで、夜はジャズの音楽があちこちで
流れていましたが、治安はあまりよくないようでした。12 日には、アシスタント・ディレクター以
上の方が集合して、仕事の説明会とディナーがありましたが、英語が話せないのが私のみ？！と肩
身の狭い思いもしましたが、いつものことですが何とか身振り手振りで会話をしていました。仕事
上の専門的なことも聞きたいのですが、通訳がいないとそれもできないのが残念ですね…。13 日は
PGA をやってくれる人向けのオリエンテーションと早速 MDRT ストアの仕事がありましたが、初
日なので人も少なく、人気商品はすぐになくなるので、私自身先に買い置きしておきました。14 日
は私にとってのメインの日で、コネクションゾーンというブースで、日本語ではありますが、15 分
間「代理店経営とその展望」というテーマで講演をさせて頂きました。当然日本人ばかりでしたが、
満席となり、多くの方にこの世界大会の場で聞いて頂いたのは、私にとって大きな経験と自信にな
りました。これからも多くの日本の会員がこういった場で活躍することと思います。15 日はいよい
よ大会のメインで、まずは各国の国旗入場で始まります。MDRT 会員の少ない順に登壇するのです
が、日本は最後から 4 番目でした。やはり自国の入場の時は盛り上がります。その後、経営コンサ
ルや経済学者、IT 関係や MDRT 会員の講演があり、同時通訳で聞けるので、何かと参考になり勉
強になりました。この日の夜には、日本人会員向けのパーティーがあり、600 名の参加者のうち 400
名ほど参加したようで、かなり盛り上がりました。20 時から 22 時くらいまであるのですが、私は
今回ストアのボランティア 50 名から自分の後継者を 1 名指名してその人を表彰する、ベスト・ボラ
ンティア表彰式が 21:30 からあるので、途中で抜けてそちらに行きました。ベスト・ボランティア
は英語でスピーチをしないといけないのですが、私の指名した彼は一芸に秀でているので、一言で
場を沸かせていました。16 日は終日分科会があり、自分の聞きたいセッションに行きました。欧米
は 1 社専属より代理店が大半なので、代理店経営といったセッションを主に聞きに行き、文化の違
いはあるものの、やはり参考になりました。基本は国に関係なく同じです。最終日 17 日は朝から大
会運営ボランティアの慰労会を兼ねた朝食会でした。ここでアシスタント・ディレクターがディレ
クターから表彰をされ、記念品を頂きます。この日の午後で私の任務も終わり、観光も全くする間
もなく、怒涛のような世界大会が終わりましたが、ただ大会に参加するだけではなく、講演をした
り運営に携わることができ、世界の今後の動きや米国本部組織のこともわかったので、充実感のあ
る世界大会となりました。今年 6 月のバンクーバー世界大会でのアシスタント・ディレクターのオ
ファーも頂いたのですが、今は代理店を立ち上げたばかりなので本業に専念したいことと、次年度
は幹事なのでそれに集中したいので、今年は辞退しました。また機会があればやっていきたいと思
います。

<ＳＡＡ報告>

岸上和典SAA補助

＊スマイルボックス
黒川会員
村田会員
コメント無

先週欠席のおわび!!
H28年初めての出席です。本年もどうぞよろしくお願い致します。

山下会員

＊ロータリー財団
黒川会員
藤田会員
コメント無

大寒
本日、今年初のゴルフでした。
山下会員

＊米山記念奨学会
松田会長
黒川会員
藤田会員
水本会員
コメント無

遅参覚悟でしたが間に合いました。
紅梅が咲いた!!
肖君、ようこそ!楽しんで下さい。
いきなりの寒波!!体の対応が出来ません!!
山下会員、小山会員、野﨑会員

＊ラオス基金
黒川会員
藤田会員
木下健治会員
コメント無

ラオスに行こう!!
寒波がやって来ました!
来週1週間香港です。会報が心配…
相原会員・山下会員

＊メイプル基金
黒川会員
水島会員
藤田会員
山本友亮会員
野﨑会員
木下健治会員
コメント無

IM、お世話になっています。
木下健治会員、卓話よろしく。
木下健治会員、卓話楽しみです。
アッセンブリーよろしくお願いします。
木下会員、卓話楽しみにしています。
本日卓話よろしくお願い致します。
山下会員

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞
MDRT の入会基準は、初年度保険料では 3,600 万円と話しましたが、一時払終身保険や年金保険
といった貯蓄性の高いものは、保険料の 6%のみの計上になります。よって一時払保険料 1,000 万
円でも計上は 60 万円になります。やはり甘くはないですね。
アシスタント・ディレクターは全員で 32 名います。そのうち日本人は私を含めて 3 名でした。ア
メリカ、イギリス、カナダが多いですが、最近はインド、フィリピンが増えています。やはり英
語力の差かなと…

（担当：木下 健治）

