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会長の時間(挨拶・報告)
本日の例会は、当初予定しました英語弁論大会が、コロナ感染急拡大の
影響を受け、一般視聴の中止となったことに伴い、急遽通常例会の開催に変
更したものであります。従って、卓話は急遽プログラム委員長の横山会員にお
願いすることになりましたが、横山会員はタスの大規模改造という大変お忙しい
中でもあり、申し訳ない気持ちもありますが、宜しくお願いします。
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さて、コロナのオミクロン株の感染は予想をはるかに超える勢いで増加してお
り、極めて厳しい状況に至っていると思います。先週の例会時よりもさらに悪化
の様相を呈しております。全国の感染者数は 5 万人を突破し、山形について
も先日 24 日には初めて 100 人を突破し、123 名となりました。長井でも連
日１～2 名出ている状況です。感染力が強いことが実感できる状況であり、
県は国に対しまん延防止等重点措置の適用を申請し、27 日から山形市と
庄内全域に適用される予定です。身近にじわじわと迫ってくるような思いもして
います。国としての対策は、まん延防止等重点措置の適用地域は拡大してお
りますが、その他 3 回目のワクチン接種の遅れや経口薬の服用拡大等具体
的な対策が進んでいないことに加え、政府と専門家、自治体との連携不足に
よる対応に対する違いが出るなど有効な対策が見えない状況にもあると言えま
す。いずれにしても、クラブとしては基本的な防止策を徹底することと、状況に
応じて臨機に対応していくことが必要と考えます。
コロナの話ばかりだと暗い雰囲気になりますので、明るくなると思われる話とし
て、最近話題となっている人がテレビで取り上げられていましたので、触れてみた
いと思います。日曜の夜に TBS 系番組「情熱大陸」で、取り上げられていたポ
ップスピアニスト「ハラミちゃん」であります。すでに皆さんはご承知だと思います
が、巷では彗星のごとく現れたシンデレラガールと評されています。SA の渡邉清
隆会員もアナウンサーは水卜ちゃん、ピアノはハラミちゃんに来たほしいとの大ファ
ンと聞いております。それはさておき、ハラミちゃんは本名、年齢等は非公表で
す。ネットで拾った内容では、 1 月 21 日生まれ。兄の影響で 4 歳からピアノ
をはじめピアニストを目指す。厳しい練習を続けるも先生の一言でピアニストの
道を断念。音楽大学を卒業後、自立のために IT 企業に就職。働き過ぎて体
調を壊し休職。2019 年。休職中にたまたま訪れた東京都庁のストリートピア
ノで演奏。その動画を YouTube で配信したところ SNS を中心に話題とな
る。以降、ストリートピアノを中心にピアニストとしての活動を開始。ピアノカバー
アルバム「ハラミ定食～Streetpiano Collection～」はビルボート週間総合ラ
ンキングで 1 位を獲得。YouTube チャンネル登録者数は 190 万人を超える
など、大人気となっている。ということですが、TV では身長が 145 センチと言っ
ていたのが実は 171 センチと思った以上に長身だったのがわかりました。彗星の
ごとくと言われていますが、3 か月間引きこもりとなって苦労の末、友人からストリ
ートピアノの存在を聞き、弾きに行ったことから自分の新たな道を見出して、今
日に至っているということです。今月 4 日に自身初の日本武道館ライブを開催
したハラミちゃんは、「自分が自然体で活動できている事が何よりもハッピーだか
ら生きているって感じ」と嚙みしめるように語ったと報道されています。最近コロナ
禍の中で自殺をする若い人が増えている報道がありますが、つらい時期を経験
して、自分の人生を切り開けることもある一つの事例でもあり、そのための能力
を引き出せる、あるいは環境をつくることが私たちに課せられた青少年奉仕かも
しれないと思います。
最後に、コロナの状況はどう展開するのか心配な面があり、すっきりしない日
が続くますが、まずは、過度に心配しないと同時に、一層気を引き締めて対応
することを心掛けていきたいと思いますので、よろしくお願いし、挨拶と致します。
大道寺 信 会長
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幹事報告
・長井市の地域福祉基金積み立てに
対するお礼状が届きました。
・白鷹ＲＣさんより寒鱈の会の中止のご
連絡がありました。
・ロータリー財団，補助金管理セミナー
のご案内が届きました。事務局までご確
認ください。
村田剛 幹事

各種報告

ニコニコＢＯＸ
２０２１－２０２２

・先日無断欠席して申し訳ありませんでした。また，横山会員の卓話に期待
しております。
河井 智寛 会員
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おめでとうございました。

地区出向について
・次年度，ローターアクト
の委員会に出向して参り
ます。ご支援のほど，よろ
しくお願いいたします。
伊藤克也会員
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会員卓話
横山 照康 会員
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タスパークホテルの１期工事は３月に終了する予定です。３月には児童・生徒
などの様々な催し物があるものですから，ご利用いただければ幸いと考えているとこ
ろ，コロナ禍の第６波がきてしまいました。
タスパークホテルの２期工事は，会議所などの移転などを予定しております。改
修後のタスパークホテルにご期待下さい。
長井市の経営環境の歴史をふまえた現状認識と，将来への展望をお話したいと
思います。
(1)
① ビジネスの草創期。農耕により得られた農作物。その余剰を他の地
域に運送(販売)するため，川港ができました。川港ができますと，その
周辺に商売の需要が発生します。この需要に応える小店が出来まし
た。場所は，今でいうあら町・十日町などです。
② 昭和 40 年から昭和 50 年ころのころですが，大家族のお子さんた
ちのうち，下のお子さんたちの労働力を吸収する必要が生じました。工
場も誘致されました。小店が大店に発展するようになりました。後に述べ
ますように，労働集約産業が中心ですから，労働力の増加及び購買
力の増加は長井市が繁栄する基礎となりました。
③ モータリゼーションの発展・大商いをするためのロードサイト店の設置
により，道路拡幅の必要が生じました。既存の道路を拡幅するよりも，
287 号及び長井市南部に道路が敷設されました。同時に大店があっ
た地域が衰退し始めますが，都会と異なり，同地域を再開発する資
本は出てくることはなく，いわゆるシャッター街の現象がはじまることとなり
ます。
④ 地方都市にはイオンモール等，市外資本のモールが次々と出店し
始めました。長井も同じ道です。現在は，長井市内の購買力が市外
資本に流れる構図が出来上がっております。そして，長井市民も，その
利便性からか，このような構図の存続を望んでいるように思われます。
(2)
現在は，市外資本のモールに意思決定を委ねてしまっている状態で
す。また，ＩＴの発展により，店舗をもたない商店から購入することも
できます。そのため，地場の商店が衰退しております。生活必需品の購
入先等として，地場の商店の再生が求められるところです。
(3)
2 年前より，長井商工会議所において議論をはじめました。各部会
から意見集約を行いながら，様々な意見を集約しております。その上
で，以下の問題点を認識し始めました。
ア 一昔前は，農業・工業ともに，モノを商品にまで変える労務が外
貨獲得の手段となっておりました。労務をささえる労働力，ひいては人
口規模が必要となりました。また，例えば東根市などと比較して地理
的な優劣があります。流通の流れにのれなかった長井市は地理的に劣
位に立っていました。この状態のまま旧態依然の商いを続けても限界が
あります。
イ 長井市民が市外資本のモールを購買先に選びたがる風潮がありま
す。ここを変えていく必要もあると思われます。
(4)
現在の到達点です。稲作中心の時代は山居集落をつくることが合理
的でした。しかしながら，現在もその状態を続けると人と人との間の距離
が離れすぎます。インフラ維持のコストも嵩みます。
居住，生産，消費のサイクルを，コンパクトスペースの中にまとめ
る，その上でトヨタ株式会社がしたように，長井市民を囲い込むことで
(3)①②のような問題点を解決できるか，鋭意，検討をすすめておりま
す。

本日の出席率
66．66％
次回例会
2 月 1 日(火)
12：15～ 会員卓話 横澤 寿彦 会員
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