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≪司 会》

_ ≪合 唱≫

≪ BGM》

≪ゲスト≫

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

3月 28日 鈴木洋一 君   3月 29日
3月 31日 浜田賢治 君   4月  3日
4月  9日 神野一成 君

結婚記念日

3月 29日 神野一成 君  4月  9日

≪会長挨拶要旨≫

先週末は、23日 (土 )に は浅畑川の清掃活動、24日
(日 )に はリバー富士での親睦ゴルフ大会と楽しいイベ

ン トがお天気にも恵まれて無事行われました。ご参加
の皆様お忙 しいところをあ りが とうございました。

又、次年度の会長 と幹事の高柳 さん と高田さんには

22日 (金 )23日 (土 )と 2日 間に亘るPETSに ご参加頂き

本当にご苦労様でした。PETSで は次年度に向けて、志

田ガバナーエレク トの方針を受けて中身の濃い研修が

行われたことと思います。

当静岡東クラブのイベン トも、 4月 の観桜会、南部

支援学校の訪問、 5月 の新潟東クラブとの交流会と続

きますが、次年度に向けては地区協議会、新旧合同ク

ラブ協議会が予定されています。次年度の理事・役員

の皆様宜しくお願い致 します。

さて、本 国は株式会社ルイズビーの小澤里恵 社長

平 成 24年 3月 28日  天 候 晴

から「ルワンダのフェア トレー ドとアフリカ社会の現

状」とい う来賓卓話を頂きます。大変楽しみにしてい

ますが、これと少 し関連 して、最近東洋経済誌に特集

された、『ユニクロ』の記事についてちょっとご紹介い

たします。

3月 12日 の東洋経済誌に掲載 された 「ユニクロ疲

弊する職場」とい う記事は日本を代表する急成長企業

の職場が 「名ばかり管理職」の長時間労働 とサービス

残業に支えられ、海外の激安賃金で現地労働者を使つ

て原価の安い商品を巧みなマーケティングで世界中に

販売するブラック企業ではないか ?と い うようなセン

セーショナルな内容でした。その最もはつきりした問

題点として指摘 したのは 「3年以内の離職が 5割以上

で、 うつ病の社員が続出している」とい うものです。

しかし翌週の 3月 19日 の同じ東洋経済誌には、別の筆

者により「ユニクロ叩きにモノ申す」とい う記事が掲

載 され、「経済のグローバル化の進展により『安価で値

段の割には比較的良質な商品を提供 し、消費者が便宜

を享受 している企業』が消費者 と株主 (投資家)に支持

をされ発展することは資本主義のグローバル競争では

必然の結論なのだ。」とい うような趣旨の内容でした。
「最近『 フェア トレー ド』 とい うコンセプ トが広ま り

つつあり、激安賃金で現地労働者をこき使 うコーヒー

メーカーからは豆を買わない、といった運動が拡大 し

ているが、ユニクロに対 して国内版フェア トレー ドを

求めて不買運動をする人がいるだろうか ?大多数の人

は今後も引き続き、手軽で安いユニクロウェアを嬉々

として大人買いされるだろう。」と書かれていました。

同じ週刊経済誌が 1週間の間をおいて、全く異なる両

極端な評論を掲載す るのは不 自然な感 じもしますが

私のお話は概略ですので興味がある方は 3週間に二つ

て両者の意見共に大変詳 しく書かれていますのでお読

み下さい。

本 日の小澤社長 さんのフェア トレー ドのお話はグ

ローバル企業に対する不買運動ではなく、ルワンダの

250人 の現地契約者の生活改善に貢献 しながら日本の

消費者にルワンダの製品を販売するとい う前向きで建

設的な事業のお話だと思いますので楽 しみに拝聴 させ



て頂きます。

≪第 282回 くらく会報告≫

平成 25年 3月 25日 (月 )於 静岡倶楽部

出席 4名  投句 1名

兼題 「木の芽」「木蓮」他当季雑詠

第 1席 地震の地に今も帰れず木の芽吹く

第 2席 朝もやに木の芽の息吹やわらかし

木の芽風木々温かく撫でゆけり

司馬 速 君 あつという間に 92才になってしま

いました。省みて悔い多し。

静岡東ロータリークラブから、きれ

いなお花が届いて結婚記念日を思い

出す毎年でございます。本当にありが

とうございました。けがからも1年。

早く元通りにと願つて居ります。

おかげ様で結婚 25周年を迎えるこ

とができました。ほとんど勢いでした

が、この勢いを続けていきたいと思い

ます。お祝いありがとうございまし

た。

とてもきれいなオンシジュームを

いただき、結婚記念 日に気付きまし

た。「ロータリーは有り難きかな」で

す。

結婚記念 日に紫陽花が自宅に届き

妻が大変よろこんでいました。ありが

とうございました。今後とも夫婦仲よ

く元気に過ごしていきたいと思つて

います。

本 国の卓話にすばらしいフェア ト

レー ド活動に取り組む小澤里恵さん

をお迎えできたことに感謝して。

浅畑川の清掃活動とリバー富士の

田村孝子 君

浅野裕史 君

望月康弘 君

久野義彦 君

杉本幸子 君

戸塚敦雄 君

親睦ゴルフ会、連 日にわたり快晴に恵

まれ楽しくすごせました。ご出席いた

だいた皆様に感謝 してスマイル致 し

ます。

伊藤洋一郎 君  先 日、大角会員のセノバ、ディスク

ジョッキーコーナーでのすてきなお

声を聴 く機会に恵まれました。また

小澤 さんのルワンダのお話楽 しみに

していました。

鈴木洋一 君   誕生 日のお祝いいただき、ありがと

うございます。感謝をこめてスマイル

させていただきます。

川 口尚宜 君   3月 24日 の第 2回 ゴルフ親睦会で

あり得ない事に、幹事でありながら優

勝 してしまいました。同組だつた由利

会員、土山会員始め、参加者 13名 の

会員様に感謝を申し上げるとともに

スマイル させて頂きます。

浜田賢治 君   誕生 日のお品ありがとうございま

した。50代半ばとなってしまいまし

たが、着実に一歩一歩、歩んでいきた

いと思います。

今井富子

渡辺陽夫

司馬速

≪第 2回親陸ゴルフ会報告》

平成 25年 3月 24日 (日 )

於 リバー富士 cc

参力日者 14名

優勝  川 口尚宜 君

準優勝 土山博英 君

第 3位 戸塚敦雄 君

≪来賓卓話≫

『ルワンダのフェア トレー ドとアフリカ社会の現状J

株式会社ルイズビィ 代表取締役社長 1ヽ澤里恵氏

元々インテ リアショップのバイヤ

ーをやってお り、2008年横浜で開催

されたアフリカンフェアにアフリカ

の商品を見に行きました。その時ル

ワンダの商品に目が留まり、自分の

店に商品を仕入れたいと話 したとこ

ろ、ルイーズという女性に日本での

代理店を頼まれたのがきつかけで

まつたく経験のない輸入販売事業を始めました。

ルワンダで取引をしている方は皆貧困層で、電気も

ガスも水道もない環境で生活 しています。250人の契

約者が 16組合に分かれて所属 しています。

日本の高級なインテ リアシ ョップに商品を卸す こ

とを目的としてお りましたので、全ての組合に足を運

び、日本のバイヤーの基準に見合 う商品作 りを指導し

てきました。 トレーナー制度を作って生産者の技術向

上を図 り、ワークショップやデザインコンペを開催 し

問題点を改善したり、新 しいデザインを開発 してきま

した。

色々な困難なことに直面しますが、生産者の生活改

善が見えてきていることにモティベーションを感 じて

います。「子供が保険に入れた。」「1日 1食から2食に

増えた。」とか、「香水が買えた。」とい う女性もいまし

た。支援 とかボランティアとい う考えではなく、ビジ

ネスとして、お金を与えるのではなく仕事を与えると

い う考えで事業を行つています。

≪スマイル報告≫

神野一成 君   結婚記念 日とお誕生 日のお祝いを

いただきありがとうございました。

古橋剛俊 君   浅畑川清掃に多 くの会員の方々に

参加いただき、ありがとうございまし

た。協力に感謝いたしましてスマイル

します。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

56(53)

56(52)

56(53) 6 66 04%


