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10/4メークアップ1名・槍木会員（米山研修）
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トヨタ自動車がWRCに復帰すると言う話をし

会長 萬来 謙一

ましたが、現在WRCは13戦の内すでに11戦が
お客様
ソ ング

米山奨学生 キム ・チュウアイ様
（中国）
手に手つないで

消化されています。これまでのトヨタの成績
はというと、1月に開幕戦モナコ公国で開催
されたデビュー戦のモンテカルロラリーでい
きなり2位ゴール、2月の第2戦スウェーデン
では早くも優勝してしまいました。これは大

【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

変なことでデビューしたばかりの車が勝って
しまうことは大変珍しいことです。その後7

みなさん、こんにちは。

今日はちょっとマニアックな話になりますが、 戦のイタリアでは出場した3台が2位、4位、6
私は以前、卓話の中で1982年にイタリアで開

位など一年目としてはすごい結果を出してい

催された、世界ラリー選手権（WRC）に出場

るなと感じています。今、若い日本人ドライ

し た 時 の 話 を し ま し た 。 その 時 2 01 7 年 に

バー2名がクラス2でWRCに参戦しています。
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いつの日か日本人ドライバーが日本車で優勝

品質を追い求めた結果、世の中から「世界一」

する姿を見たいものです。ここで参加してい

と褒め称えられているなら目くじらを立てるよ

る車両について少し説明したいと思います。

うな話ではないが、自分たちのことを「世界

日本名はヴィッツ、輸出名はヤリスといいま

一」だと誇るようになってくると「ものづくり

す。この車をフィンランドのトミマキネンと

企業」としてはかなり危ない。なぜか、最初は

いう1996年から1999年まで4年連続でWRCドラ

現場の士気を高めるなどプラス効果が期待でき

イバーチャンピオンになった人が開発して、

るが「世界一」という自画自賛が何年、何十年

チームの本拠地はフィンランドにあります。

も繰り返されていくと、そこで働く人たちを

市販している車とはまったくの別物で、すべ

「世界一にならなくては」と追い詰める強迫観

て手作りで大幅な改造をしています。市販車

念になってしまいます。このように追い詰めら

は前輪駆動ですが、競技車は4輪駆動にター

れた人たちが、技術の「粉飾」今回で言えば検

ボエンジン付で1台作るのに何千万というお

査データの改ざんという不正に走ってしまう、

金がかかります。

ということは容易に想像できるのではないかと。

トヨタの豊田章男社長は自らもハンドルを

ひとたび「結果」が出せなくなってくると、士

握り国内ラリーに参加するドライバーでもあ

気を高めるどころか現場の人々を精神的に追い

ります。社長はWRCに参加することで、車の

詰める「重圧」へと変わり「不正」を引き起こ

開発、安全対策など走る実験室だという考え

してしまう恐れがあると書かれていました。不

のもとWRCに復帰させたという話を聞いたこ

正のニュースを聞くたびに私は、誰がこのよう

とがあります。

な不正のサイクルを止めるのか、どうすれば良

しかし、その反面2016年年間チャンピオン

いのか考えさせられた記事でした。

であったフォルクスワーゲンは2017年撤退し

てしまいました。その理由の一つにフォルク
スワーゲンのディーゼルエンジンを載せた車

【幹事報告】

幹事 平野 雅敏

の排ガス規制を逃れるために不正ソフトを
作ったことが問題となりました。最近では日
産自動車が完成検査を無資格の従業員で行っ
ていたことで、 点検のために121万 台のリ
コールを届け出しました。神戸製鋼などでも
製品データの改ざんなどがニュースで伝えら
れています。
なぜ名門企業がこのような不正を行うのか、
◎受贈週報

その元凶は「世界一病」であるという記事を
読みました。顧客のために技術を磨き、高い
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・成田ＲＣ

【委員会報告】

【奨学生近況報告】 キム・チュウアイさん
（千葉大学）

米山奨学委員会
委員長 生形 健一

10月には色々とありましたが、以下３点に
第2790地区米山記念奨学委員会の米山梅

ついてご報告させていただきます。

吉記念館探訪研修旅行が10月15-16日で行わ

まずは、就職活動の報告ですが、この度幸

れました。当クラブからは、カウンセラー

運にも愛知県にある藤田保健衛生大学の母性

の槍木会員、奨学生のキム・チュウアイさ

看護学教育分野に助教として採用が決まりま

ん、地区委員の生形の3名が参加しました。

した。卒業後、希望職業につくことができな

記念館では、第2620地区の学友会会長と

かったら帰国するしかないと不安でしたが、

学友の方々の大変ためになる卓話がありま

応援してくださっている皆様のお陰です。い

した。実りのある、素晴らしい研修旅行で

つもありがとうございます。

した。

次は予備審査の論文を提出しました。これ
から審査員へのプレゼンテーションや、次の
本審査・最終試験に向けての準備など、まだ

【委員会報告】

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
委員長 鎌形 芳法

まだやることが沢山あります。しかし、これ

からが勝負ですので、油断しないで頑張って
いきます。
最後は、二日間の研修旅行に行ってきたこ
とです。米山梅吉先生の記念館を訪れました。
記念館で、米山先生の一生とロータリークラ
ブについて、さらに米山奨学財団の歴史と精
神を改めて学習する大切な機会となったと思
います。そこで、十数年前に奨学生だった先

11月1日の第1例会よりロータリー財団の
特別寄付及びポリオの寄付をお願いしたいと
思います。
皆様のご協力よろしくお願いいたします。

輩のお話も聞いて学友の絆を感じ、自ら軽率

なことも反省し、これから奨学生としての志
とプライドを考えながら頑張っていきたいと
思いました。
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【会員卓話】

槍木 勝典会員

～素敵なポルトガルの旅～
国の内外を問わずロータリーの歯車ロゴはよく目
に留まるものである。今回も一夜明けて初日の世界
遺産観光地、ユーラシア大、西端ロカ岬で、早くも
ロータリーロゴの大きな大理石のモニュメントに出会
い、親しみを覚えたものである。１９８０年建立、ポー
ル・ハリスが１９０５年にロータリーを設立し、７５年の
節目の年に、地元ポルトガル、シントラロータリークラ
ブが、２メートル以上もある大きな大理石で建てたも
のである。その先にはロカ岬（ＣＡＢU ＤＡ ＲＯＫ
Ａ）を表す大きな石塔が立てられているが、こちらも
大理石製である。街中では車道と歩道の境目の縁
石、歩道や車道の石畳み、建物の内外等でも、大
理石がここかしこにふんだんに使われている。高級
建材として珍重されている日本では、思いもよらな
い大理石との出会いであった。聞けば、ポルトガル
の南部は大理石の石の山で出来ているとの事で
あった。
大航海時代ポルトガルの英雄エンリケ航海王子が
帆船で世界をめぐり、１５４１年に種子島に鉄砲とキリ
スト教を持ちこんだ、と云うポルトガル、ユーラシア大
陸の西はずれと東はずれの日本。直行便はなくブリ
ティッシュエアーウエイズで英国ヒースロー空港乗り
継ぎ、首都リスボンへ。朝いつものように７時に起床
し、成田空港、ヒースロー空港乗換３時間待ち、引き
返してリスボンへ、ホテルに到着して日本時間その
ままの時計を見れば、翌日の朝７時半、移動時間が
何と２４時間半の長旅ということになる。現地時間は
夜半であったことと、西行きの旅であった事で、ハワ
イやアメリカ本土行きの東行きよりは時差ぼけを感じ
ないで済んだ。妻同伴で身支度準備が不要の旅の
始まりである。
ポルトガルは日本と同じように海に面しているため
か食材は海産品が多い。えび、かに、たこ、いか、い
わし、たい、たら、ほたて、あさり、はまぐり、まきがい、
どれも新鮮な食材であったが、さしみとの出会いが
無かったのが残念であった。ポルトガルの鍋料理、
海の幸のリゾットは珍味、大振りの車エビ、イワシの
塩焼きもオリーブ油とのハーモニーが格別。ワイン
生産も盛んで、赤、白、ロゼと。そして緑ワインは初
めての出会いであった。緑ワインは青葡萄の一次醗
酵の途中で、ブランデーを加えた若づくりの薄緑の
ワインで、ほのかにブランデーの味わいがあり、滞在
中何度か試すことができ、イケルという感じ。スー
パーには広い売り場に、所狭しとワインが並べられ1
ユーロから数百ユーロまで、流石にワイン王国。

第二の都市ポルト、その先の国境を越えて、ス
ペインの北の都市、キリスト教の聖地といわれる、
サンティアゴ・デ・コンポステーラまで途中一泊し
て600kmの高速道路。出会う車はすべて外国製、
世界中の車を見る事が出来る。不思議なことに貨
物自動車は極めて少ない。日本でよく見かける箱
型のトラックは、市街地でもめったに出会わない。
トラック無しで物流はどうなっているのか現地ガイ
ドに聞いても分からないという。専門家の見解を
聞きたいものである。
４月から雨が無く乾燥続きのためか高速道路の
両側の林に、規模は小さいが何箇所か山火事の
跡が見て取れた。高速道路を何時間走っても、立
木の種類は松とユーカリのみで、杉や檜、常緑広
葉樹は全く見当たらない。樹種が数限りない環境
で暮らしている国からは想像もつかない。ユーカリ
は数百年前にオーストラリアから持ちこまれ、増え
て困っているとガイドの解説。松はどの国でも見
受けられる樹種で、生命力がきわめて強いのでは
ないか。林には直立した松のみであるが、公園に
は丈が低い傘型に仕上がる松がたくさん植えられ
ていた。うまく使い分けをしているものである。山
火事のあと、一番に芽吹く樹種は松であると聞い
たことがある。火事で地温が上がることで地中に
眠っていた松のタネは眼をさまし、発芽して松林
を形成すると聞いたことがある。驚いた習性である。
旅することで新しい発見があり心踊らされる。
次回はハワイ島直行便が復活したので１１月下
旬に妻とマウナラニリゾートにゴルフツアーを申し
込み、楽しみにしている。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
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