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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2636 回例会 平成 26 年 12 月 12 日（金） 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      甲田 直弘 会員 

◇ ニコニコボックス 

平山 秀樹 会員：弊社で毎年カレンダーを作らせていただいてお

りますが、来年のカレンダーは、地元の誇る篠崎輝夫先生の作品集

となっております。ご夫人と相談させていただき、スケッチブック

からということで、7 枚選びカレンダーにさせていただきました。

本日、総務から発送するという連絡を受けましたので、来週には皆

さんのお手元に届くかと思います。すでに沢山のカレンダーが届い

ていらっしゃるかと思いますが、篠崎先生の絵を見ていただくだけでも素晴らしいのでニ

コニコさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、２０１４年の例会も来週の忘年例会を残す

のみとなりました。 

先週の年次総会に於いては全案件の承認をいただきありがと

うございます。 

あの年次総会に於いて、佐瀬さんは会長ノミニーから会長エレ

クトに、石川さんは会長ノミニーに、そして会計、ＳＡＡ、5名

の理事が決定されました、おめでとうございます。 

早速次年度スタートに向けた準備に入ってください。クラブに

よっては次年度に向けた活動は現年度に迷惑にならないようささやかにというところがた

くさんあります。しかし成田クラブではそれはありません、年度がお互いに影響しあって

こそ継続性が生まれ基盤がしっかりします。 

ロータリー財団の地区補助金を使用した奉仕活動についても、私と佐瀬さん現奉仕プロ

ジェクト委員会で方向が纏まってきています、委員会決定、理事会決定を経て地区への申

請をしていきます。このプログラムも現年度の計画申請が次年度に実行できるもので、継

続性が無いクラブでは行うことができません。 

ロータリー財団の地区補助金の話しが出てきましたが、どのようなものなのか触れてみ

たいと思います。解りやすいように細かいところは省きますが、3 年前の年度に各クラブ

から寄付された総額の半分が地区に戻ってきます、その内の半分、全体から見ると 3 年前

の総額の 4 分の 1 が地区補助金として各クラブからの申請によりクラブに割り当てられる

仕組みとなっています。 
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２７９０地区では今年その割当上限を１プロジェクト３０万円としています、地区委員会

が決めたことですが何となく納得しかねるところです。 

おもしろいデーターを見つけました。廻しますので見てください。これは２７９０地区

全クラブの各年度のロータリー財団への寄付実績一覧です。３年前の実績では地区全体で

３５万ドルその内の成田は１万６千ドルと常に上位にあります。一番少ないクラブは２０

０ドルです。もっとロータリー財団の認識を深めてもらいたいものと思います。 

さて、来週は忘年例会です。後ほど親睦委員会からお話しがあると思いますが、嬉しい

ことに参加登録が８０名となりました、ありがとうございます。盛大に楽しくいきましょ

う。 

 
◇ 表 彰 

米山功労者 第３回 

佐久間 高直 会員 

 
◇ 委員会報告 

・親睦    吉田 稔 リーダー 

先ほど会長からもお話がありましたが 81名の参加予定となりまし

た。ＡＮＡホテルのご協力もあり、楽しい忘年会を過ごしていた

だけたらと思います。 

１７時半／京成東口 ＡＮＡホテルバス出発 

当日は、クリスマス大抽選会を行います。事前受付も行っており

ますので、ＡＮＡホテルフロントまでお願いいたします。 

 

・ロータリー財団   平野 省二 リーダー 

佐瀬 和年 会員（マルチプルポールハリスフェロー） 

 

◇ 幹事報告   佐瀬 和年 会長エレクト 

＜回覧＞ 

１、成田国際交流コンサートの案内と招待状が 3通届いております。 

２、規定審議会、提出議案、郵便扱い結果報告 

３、例会変更のお知らせ 

  八街、印西、富里各ロータリークラブ 

４、週報 

  成田コスモポリタン、多古各ロータリークラブ 

５、財団に対する寄付金のリストが、松田会長より提出されてお

ります。 

 

◇ 卓 話 

「私の仕事と大切にしている考え方」 
堀口 路加（学校法人 堀口学園 理事長） 

 １２月で成田ロータリークラブの一員に加えていただきちょうど２年になります。ほぼ

同じ時期に入会された吉田会員や少し後に入会の小柳会員を始めとする新入会員の方々は

入会早々卓話を済まされ、そのたびに、「あれ？私はしなくていいのかな？」と思いつつ順
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番を逃れてまいりました。でも日に日にチクチクと胸が痛むようになり、昨年ある時に小

柳会員に、「実はね、まだ卓話してないんですよ。」とお話ししたら「え〜？本当ですか？」

ととても驚いていらして、それでも半年以上黙っていてくださったんですが、、、、、先日と

うとう他の人が知ることとなりようやくきょうの卓話になった次第です。どうぞよろしく

お願いします。 

きょうは「私の仕事と大切にしている考え方」についてお話しいたします。 

 

プロローグ 

 今の私があるのはやはり３０年８ヶ月お世話になった前職、浜松の学校法人聖隷学園で

鍛えられたお陰なので、きょうの卓話の約半分は前職でのことをお話しさせていただきま

す。  

 

 大学を卒業して教育や社会福祉事業の経営に必要なスピリットを勉強してくるようにと、

縁故を頼って聖隷学園に入れていただきました。両親は３年から５年で帰ってくるはずと

考えていたようですが、私自身は思うところがあって、一時は千葉にもう戻らないと決め

て、仕事に打ち込んできたわけです。 

 

 採用された当時、聖隷学園は総定員５００人の看護短期大学と７００人ほどの高等学校

だけの小さな学校法人でした。１９９２年（平成４年）に看護大学を作り、その後、社会

福祉学部、リハビリテーション学部を増設。現在は、看護師、保健師、助産師、養護教諭、

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、幼稚園教諭、保育士、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士など１２の国家資格及び国家試験受験資格を得られる保健医療福祉の総合

大学となりなりました。又、それぞれに博士後期課程を設置し、中学、高等学校、こども

園を設置する学校法人として静岡県ではそれなりに認知される学校法人になっています。 

 

 千葉県では松戸と浦安にある有料老人ホーム松戸ニッセイエデンの園、浦安エデンの園

と特別養護老人ホーム松戸愛光園、浦安愛光園、佐倉にある聖隷佐倉市民病院は聖隷福祉

事業団の経営で、私のいた聖隷学園とは歴史の源流を同じくする兄弟法人です。 

 

 聖隷は、大正から昭和２０年代中頃にかけて日本の死亡率一位だった結核が流行してい

た時代に、社会事業を志していた浜松のクリスチャン青年たちのもとに、住むところを追

われ行くあてのない一人の青年が父親とともに助けを求めて訪ねてきた。この青年を引き

取り、「人生の困難と大きな苦しみ、悲しみの中にある人を受け入れ、共に生きる」ために

結核療養所としてスタートしたのが始まりでした。結核患者を引き取り、共に生きる。こ

れは激しく迫害される側に身を置くことでもあり、大変厳しく苦しい時代を経験したよう

です。しかしどんな時代にも、必死で人のために尽くす姿を見て、物心両面で支えてくれ

る人がいます。 

  

 聖隷にも無償で結核患者を往診してくれた内科や耳鼻咽

喉科のお医者さん、大正・昭和期のキリスト教社会運動家 

賀川豊彦が呼びかけ、全国のキリスト教徒からの献金で浜

松郊外に２万１千坪の土地を得たり、又、日本のロータリ

ークラブ設立に大きな力を尽くした米山梅吉が理事長を務

めた三井報恩会からも幾度か助成金をもらったことや、浜
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松ロータリークラブの創立メンバーで日本楽器の社長を務めた川上嘉一からも助けていた

だきました。 

 

 転機となったのは、戦争による経済困窮により、もうどうにも立ち行かなくなり、事業

閉鎖を決意した昭和１４年１２月のクリスマスの朝、天皇陛下から御下賜金をいただくこ

とができ迫害が止んだことでした。 

 

 こうした数々の善意と奇跡のような出来事に助けられながら、今では日本でも有数の保

健・医療・福祉・教育を一体的に行うグループに成長したのです。 

 

 創立者である長谷川保は最晩年、「世の中が本当に必要としているものは、必ず実現する。

世の中が変わって、存在できるようになる。これほど確実なものはない。そのためにどん

なに苦労しても、絶対潰れる事はない」と言っておられたのですが、今では日本中に広が

っている特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、ホスピス、未熟児センター、ドクターヘ

リなどは聖隷が全国に先駆けて始めたものです。 

 

私が大きく影響を受けたエピソード 

 私が直接的に経験したエピソードをひとつ紹介します。 

 １９８９年（平成元年）から１９９２年（平成４年）にかけて私は、法人の悲願だった

看護大学の設置認可申請に携わりました。 

  

 当時看護の４年制大学は全国に８大学しかありませんでしたが、慈恵医科大学、広島大

学、聖隷が同時に認可され１１大学となり、その後毎年のように看護系大学や看護学部が

認可され続け、いまでは約２３０大学。再来年公津の杜にできる国際医療福祉大学のキャ

ンパスもそうですが、看護学部はまだ増えている状況です。 

 

 大学の設置にあたっては東京海上火災保険株式会社から共同事業推進のために３０億円

の寄付をいただき大学設置に大きく前進することができました。 

大学設置というのはお金がなければ進みませんが、お金があってもすんなりいかないもの

で、当時はかなり規制もあって、気力と知力と体力勝負の２年審査を通過しないと認可が

もらえない状況でした。一社単独３０億円の寄付による大学設置というのも稀なケースで、

まだまだ経営規模も歴史も脆弱な学校法人だったこともあり、まさか東京海上ほどの紳士

な会社が学校を乗っ取ることはないでしょうがといいつつ、その後の関係のあり方につい

てかなり細かく行政指導がありました。 

 

 今でもそうですが大学を作りたいという問い合わせは文部科学省に年間約千件はあるそ

うです。でも実際に認可にまで至るのは 2〜3％とお聞きしたことがあります。認可までの

審査途中では様々な課題を提示され、それをクリアできるかどうかふるいにかけられてい

くのです。 

 

 そうした時には、考えられないような事態、難題が次々に起こるものです。文科省の担

当者から罵声を浴びせられるような失態や、係争中の学校法人は認可申請できないという

内規がある中で、当時滋賀県彦根市で経営していた短期大学の分離独立、経営権の移譲を

巡った裁判を起こされました。担当官からは「一年目の申請はなかったことにして認可申
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請を取り下げよ。」言われ一方では３０億円の寄付金は校舎建設に使ってもうほとんど残っ

ていない、もうどうにもならない、ぎりぎりまで追い込まれ、ボロボロ、ふらふらになり

ながら、何とか認可にたどり着いたのです。 

 

 こうした経験は何度もしたくありませんが、本当にダメな時は周りがもう辞めなさいと

引き留め、引き摺り下ろすもので、そうでなければどんなことでも諦めず、しがみついて

でも頑張る大切さを学んだ気がします。以来、簡単には出来ないとは言わないようになり、

何事もやってみなければわからない、どうしたらできるかをいつも考えるようになりまし

た。 

 

 地方大学の多くは文科省や県の天下りを事務局長に迎えているケースが多く、設置認可

申請などは専門の業者に数千万円払って丸投げしているケースも多い中、全く世間知らず

で下手くそで不器用に見える交渉を重ねていることが今ではすっかり信頼され、自力で認

可申請を進めたノウハウが蓄積され、その後の認可申請は大学設置の時の苦労に比べれば

嘘のようにスムーズでした。 

 

 大学や高校の経営は、外から見ているとなかなか想像がつかない面が多くありますが、

長く経営管理に携わってきた立場から、会社経営と似通ったところがあると思います。❶

学長・校長をはじめとする重要人事や教授陣をどこからどう連れてきていかに配置するか

などの人事、❷資金調達や予算管理などの財務、❸教員や事務の連携や目的達成のための

組織・制度、❹土地や校舎備品等の施設設備、❺教育課程や教育の成果を考える教育プロ

グラム、❻将来ビジョンの企画立案という６つの側面を総合的に考え、創立の理念・歴史

とつなぎ合わせ、結びつけ、組み合わせてやっていくわけです。 

 

現在の私の仕事とテーマ 

現在、私は、酒々井町で昭苑幼稚園、昭苑保育園、学童保育酒々井児童クラブを設置する

学校法人堀口学園の理事長と八千代市にマリヤ保育園、千葉市美浜区に幕張海浜保育園、

第２幕張海浜保育園を設置する社会福祉法人愛の園福祉会の理事長をしておりますが、浜

松での経験は、学校法人経営はもちろん、社会福祉法人経営においてもすべてそのまま生

かされています。人生の足跡、その時々の経験がすべてにおいてつながり、結びついてい

る感じです。 

 

 聖隷という「保健・医療・福祉・教育」という世界にいたことも要因だと思いますが、

４０歳を過ぎる頃から、仕事をする上で、又生きていく上で、「本当にたいせつなものと役

に立つもの」との違いは何なのかを人生の中心テーマとして意識するようになりました。

人間関係を一つとっても、大きな違いを生む問いかけです。これは「何のために」という

物事への「こだわりや」、「目に見えない世界にあるもの」や「物事の本質を見極める視点」

を自分の中に据えることでもあります。 

 

困難を越えていく力とそのヒント 

 千葉での仕事も難しいことや思いもかけない困難、大きな決断を迫られる時があって、

みなさんと同じようにストレスもそれなりにあります。６００人ほどの乳幼児、小学生を

預かっているとヒヤリハットの事例は結構ありますし、特に今年は、来年４月から実施さ

れる新しい子ども・子育て支援新制度に対して、先ほど触れた幼稚園、保育園、学童保育
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所がどのように対応していくか、様々な情報とこれまでの歴史、これからの変化を予測し、

決断をしなくてはならない重要な一年でした。 

 

 困難を乗り越えていく力、私はそれがなんなのか最近少しわかってきたように思います。

詳しくはここではお話しできませんが、それは「わかる」「できる」「やるぞ」という３つ

のステップと考え方です。 

 ❶まず置かれた状況と不安な感情が何なのかを理解でき、❷今後の状況をある程度予測

できれば、今何をしなければならないかがわかる。❸必要な資源、環境、人が周りにある

ことに気づくと、まあなんとかなるかもしれないと前向きに思えるようになる。そして自

分に起きていることの意味を見出せれば、辛くても誰々のため、何々のためになんとかし

ようと思えるようになるのです。 

 

大切にしている心の習慣❶ 

 私がいつも意識している言葉は「根拠のない自信と自分を信じる勇気、そのための努力」

です。 

 人間の細胞一つに遺伝子情報は３億個あって、それが６０兆個集まって人間の体はでき

ているそうですが、一生のうちに使われるのはその５％からどんなに多くても１０％だそ

うです。人間の意識は潜在意識と顕在意識とに分かれます。潜在意識と顕在意識の割合は

９０：１０。ここでもやはり自分でも知らない９０％の自分がいるということです。この

自分でもまだ知らない潜在意識はまだ残されている９０％の可能性でもあります。そこに

隠れている潜在能力を少しでも自分で引き出すことができればおそらく大抵のことは乗り

越えられるはずです。自分の中に眠っている可能性を引き出すか、これはいつも意識して

いることです。 

 

大切にしている心の習慣❷ 

 何かをやるときにうまくいくかどうか、失敗したらどうしようと考えることが多いと思

いますが、子供の頃から身につけていた行動サイクル／思考サイクルにヒントがあると思

います。子供の頃には PDCAなんて知りませんし、計画的にというのは一番苦手なことです。 

 

小さいころ自転車に乗れるようになったときのことを思い出してみてください。 

① 他の友達や大人がすいすいと乗っている姿を見て、うまく乗れた自分の姿をイメージす

る。（Success） 

② とにかく乗ってみる（Trials） 

③ 最初から一発でうまく乗れることはありません。何度も転んで、あちらこちら擦りむき

ます。でもやめることはありません。（Events） 

④ 自分のイメージからどれくらい外れたか計ってみる。次はああやってみようとフィード

バックします。（Feedback） 

⑤ フィードバックが正しかったかを確認します。Check） 

⑥ 目標達成に向けて調整をします。（Adjust） 

 

 これを何度も、何度も繰り返して乗れるようになる。思考や行動の仕方は心 

の習慣でものありますから一足飛びにはできないかもしれませんが、習慣ですからいずれ

誰でもできるようになるはずです。 
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大切にしている心の習慣❸ 

「つなげる、結びつける、組み合わせる」 

これは「新しいアイデアの作り方」という本に書かれていたことです。 

原著の初版は1940年で、途中改訂はしたものの、現在まで数十年間売れ続けている知的発

想法のロングセラー。著者のヤングは広告代理店の仕事を続ける中で新しいアイデアを継

続的に生産し続ける必要がありました。著者によれば、「アイデア作成の基礎となる原理」

とは 

① アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない。 

② 既存の要素を新しい組み合わせに導く才能は、物事の関連性を見つけ出す才能に依

存するところが大きい。 

というふたつである。後者の才能は訓練で向上させることが可能であるというのです。 

 

 iPhone や iPad などの最新デバイスも、音楽プレーヤーであったり電話、パソコンであ

ったり、じつはもともとあった技術です。 

 これは、マニュアルなしで簡単に使える、それまでのどの機器より小さく、薄く、軽く、

ファッショナブルなものにするというこだわり、誰も見たことのないようなものを作ると

いう熱意と行動力が産んだものです。その意味で、アップルの創立者スティーブジョブス

は私に大きな影響を与えている一人です。「つなげる、結びつける、組み合わせる」です。

そこに工夫と熱意と努力、強い意志があれば誰にでもできることだと思います。 

 

 さて、暦ではそろそろ街のいたるところにクリスマスイルミネーションが輝き、皆さん

もお孫さんや子供達にプレゼントを送るサンタクロースになるのではないかと思います。 

今日お配りした資料は今から１２０年ほど前のニューヨーク・サン新聞の社説に載った記

事です。お配りしたプリントは私からのささやかなクリス

マスプレゼントです。サンタクロースなんていないという

子どもの言葉をきくととても寂しい気持ちになりますが、

この記事をお読みいただき、良いサンタクロースになって

いただければと思います。プレゼントとは、欲しがるもの

をあげることではなく、心の中にある目に見えない優しさ、

思いやりを形にしたもの。そのことを子どもやお孫さんに

伝わるようなプレゼントを贈ってあげてください。ご清聴

いただきありがとうございました。 

 
サンタクロースはいるんだ 
Yes, Virginia, There is a Santa Claus 
ニューヨーク・サン紙社説（担当：フランシス・ファーセラス・チャーチ） The New York Sun (written 
by Francis Pharcellus Church) 
大久保ゆう訳 
ニューヨーク・サン新聞 1897年9月21日 社説欄 
 
 本紙は、以下に掲載される投書に対してただちにお答え申し上げるとともに、このようにまっすぐな
方が読者におられることを、心から嬉しく思います。 
 
「こんにちは、しんぶんのおじさん。 
 わたしは八さいのおんなのこです。じつは、ともだちがサンタクロースはいないというのです。パパ
は、わからないことがあったら、サンしんぶん、というので、ほんとうのことをおしえてください。サ
ンタクロースはいるのですか？ 
      ヴァージニア・オハンロン」 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1940%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E6%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E6%83%B3
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 ヴァージニア、それは友だちの方がまちがっているよ。きっと、何でもうたがいたがる年ごろで、見
たことがないと、信じられないんだね。自分のわかることだけが、ぜんぶだと思ってるんだろう。でも
ね、ヴァージニア、大人でも子どもでも、何もかもわかるわけじゃない。この広いうちゅうでは、にん
げんって小さな小さなものなんだ。ぼくたちには、この世界のほんの少しのことしかわからないし、ほ
んとのことをぜんぶわかろうとするには、まだまだなんだ。 
 じつはね、ヴァージニア、サンタクロースはいるんだ。愛とか思いやりとかいたわりとかがちゃんと
あるように、サンタクロースもちゃんといるし、そういうものがあふれているおかげで、ひとのまいに
ちは、いやされたりうるおったりする。もしサンタクロースがいなかったら、ものすごくさみしい世の
中になってしまう。ヴァージニアみたいな子がこの世にいなくなるくらい、ものすごくさみしいことな
んだ。サンタクロースがいないってことは、子どものすなおな心も、つくりごとをたのしむ心も、ひと
を好きって思う心も、みんなないってことになる。見たり聞いたりさわったりすることでしかたのしめ
なくなるし、世界をいつもあたたかくしてくれる子どもたちのかがやきも、きえてなくなってしまうだ
ろう。 
 サンタクロースがいないだなんていうのなら、ようせいもいないっていうんだろうね。だったら、パ
パにたのんで、クリスマスイブの日、えんとつというえんとつぜんぶを見はらせて、サンタクロースを
まちぶせしてごらん。サンタクロースが入ってくるのが見られずにおわっても、なんにもかわらない。
そもそもサンタクロースはひとの目に見えないものだし、それでサンタクロースがいないってことにも
ならない。ほんとのほんとうっていうのは、子どもにも大人にも、だれの目にも見えないものなんだよ。
ようせいが原っぱであそんでいるところ、だれか見たひとっているかな？ うん、いないよね、でもそ
れで、ないってきまるわけじゃない。世界でだれも見たことがない、見ることができないふしぎなこと
って、だれにもはっきりとはつかめないんだ。 
 あのガラガラっておもちゃ、中をあければ、玉が音をならしてるってことがわかるよね。でも、目に
見えない世界には、どんなに力があっても、どれだけたばになってかかっても、こじあけることのでき
ないカーテンみたいなものがかかってるんだ。すなおな心とか、あれこれたくましくすること・したも
の、それから、よりそう気もちや、だれかを好きになる心だけが、そのカーテンをあけることができて、
そのむこうのすごくきれいですてきなものを、見たりえがいたりすることができる。うそじゃないかっ
て？ ヴァージニア、いつでもどこでも、これだけはほんとうのことなんだよ。 
 サンタクロースはいない？ いいや、今このときも、これからもずっといる。ヴァージニア、何ぜん
年、いやあと十万年たっても、サンタクロースはいつまでも、子どもたちの心を、わくわくさせてくれ
ると思うよ。 
 
※ そのあと、ヴァージニアはニューヨークの学校の先生になって、四七年間子どもたちを教えつづけ
たそうです。 
 
 
翻訳の底本：The New York Sun (1897) "Yes, Virginia, There is a Santa Claus"  
   上記の翻訳底本は、著作権が失効しています。 
翻訳者：大久保ゆう 
2002年10月1日初訳 
2011年12月9日改訳 
2011年12月9日作成 
フリー提供ファイル： 
このファイルは、インターネットへフリー提供されています。 
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