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理事会報 告
1．会員身分について
新会員候補木村敬道氏につき、会員公示の手続
きに移行したい旨の説明が行われ、異議なく承認
された。
2．北分区 合同例会・ＩＭについて（11 月 11 日）
11 月 11 日のＩＭではテーブルディスカッショ
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ンが行われる。これに先立ち、9 月 24 日に各クラ
ブからテーブルマスターと書記が浅草ビューホテ
ルに集まり、テーブルディスカッションのシミュ
レーションを行った。出席した松岡会員からその
様子の報告があった。
3．意義ある業績賞について
同賞の候補となりうる活動として、当クラブの
クラブアイデンティティである「青少年育成」と
いう色がよくでている「新世代会議」等を検討し
申請することで、承認された。
4．忘年家族会について（12 月 18 日）
小野澤親睦活動委員長が、今年度の忘年家族会
の方針について説明した。
「極力お金をかけない」
「ご家族が楽しめる企画」
「会員同士の絆を深める」という基本方針を説明し、
異議なく承認された。
5．ロータリー希望の風奨学金の件
同奨学金について説明がなされた。秋本担当
理事から、社会奉仕委員会の打ち合わせに基づき、
賛同することで承認された。
6．10 月 7 日（月）北分区ゴルフ予選会参加者のメー
クアップ扱いの件
例年と同様にメーキャップ扱いしたい旨の説明
がなされ、異議なく承認された。

会長報告
1．東京小石川ロータリークラブより、仁濟大學
李 光周名誉教授を講師に招いた卓話のご案内を

いただきました。
講師の李光周氏は、近代日朝交流史の研究家で
多数の著作があり、母国韓国でも大変権威のある
方で、日本の学会等で講演をされたこともあるそ
うです。
例 会 日：10 月 18 日（金）
会
場：ホテル椿山荘東京
講演時間：13：00 ～ 13：35
質疑応答 13：35 ～ 13：45
会
費：3,500 円
演
題：『日本統治下の韓国、そして
1945 年 8 月 15 日前後の韓国の
状況について』
メークアップご希望の方はクラブ事務局で取り
纏め連絡いたしますので、お申し出ください。

出

席

会員数：54 名 欠席出席免除者：7 名 出席数：38 名
欠席数：9 名 出席率：80.85％
9 月 18 日修正後出席率：85.11％

ニコニコＢＯＸ

＊服部浩美会員
渡辺さんイニシエーションスピーチよろしく !!
＊松岡 浩会員
9 月 25 日の親睦委員会の打ち合わせにご参加いた
だいた皆様、ありがとうございます。
＊服部会員、本間会員、松岡会員、澤部会員
上野 RC 夜間例会楽しかったです。
＊鈴木会員、秋本会員、本郷会員、山路会員、
幹事報 告
相本会員、小出会員、松岡会員
10 月 1 日の復興支援特別委員会の打ち合わせのお
1．ガバナー事務所より、 2 年に 1 度開催されてい
つりをニコニコに入れさせていただきます。
る「日台ロータリ親善会議」の次回開催日が決定
＊林 一好会員
したとの連絡がありました。
誕生日のお祝いありがとうございました。来年は
開催日時：2014 年 1 月 26 日 午後 2 時開始
70 歳です。
開催場所：台湾（台北）円山大飯店
当初は 2014 年 3 月開催予定でしたが、台湾側 ＊靏岡秀郎会員
結婚記念日を自祝して !!
の事情により開催が早まった、との事です。
会議の詳細は決まり次第ご案内がありますので、 ＊本間正巳会員
全例会（通常）にニコニコ情報の寄稿を遂行すべ
取り急ぎ、お知らせいたします。
き頑張っています。
2．国際ロータリーより、「奉仕プロジェクトの流れ
（ライフサイクル）」ウェビナーのご案内がありま ＊辻野泰介会員
結婚 37 年を迎えました。ワイフの方が忙しく、中々
した。
一緒に祝う機会が無かったのですが、今年は当日、
ウェビナーとは、任意参加のインターネットを
食事に行こうと話しています。
利用したオンライン研修システムで、どなたでも
＊長久保スミ子会員
無料で参加できます。
理事会、遅れてすみません。
パソコンの画面と音声を利用しますので特別な
＊古関伸一会員
設備は不要です。
お陰様で、昨日都庁にて東京都功労者表彰をいた
日本語で行われる本ウェビナーの参加者の定員
だいて来ました。あらためて 2020 年のオリンピッ
は 500 名となっておりますので、お早めにご登録
ク・パラリンピックが、決定して良かったです。
ください。
詳細・登録の方法は週報に掲載いたしましたの
ニコニコＢＯＸ
41,225 円
で、ご覧頂きますようお願い致します。
累
計
521,325 円
3．10 月 12 日（土）～ 13 日（日）に於いて、東京
浅草中央ロータリークラブ主催による東北支援の
為の復興市のご案内をいただいました。
気仙沼、石巻他５つの地域の海産物、特産品を
販売されるそうです。
パンフレットを各テーブルに配布いたしました。
たくさんの方のご来場をお待ちしています。との
事です。宜しくお願いいたします。
4．7/24-7/25 と行われました「レセプションパー
ティー」並びに「東京ドーム少年野球大会「4R C
合同例会」の写真アルバムを 11 月 20 日の例会日
まで例会場後方のテーブルに置きましたのでご覧
下さい。
購入されたい写真がありましたら、メールボッ
クスへ配布致しました封筒へ写真 N O と枚数をご
米山奨学生 ダオ・フォーン・アインさんから
記入いただき、クラブ事務局へお渡し下さい。
母国ベトナムのお土産を頂きました。

「我関せず」と「一寸した気くばり」
を話題にして
近藤博隆会員
標題は私の雑談として読んでいただければ幸いで
す。
日頃 我々を取りまく環境は自然であり、その象
徴として人間関係のおりなす様々な現象の中で生活
をしているのです。だからコミュニケーション云々
といわれます。コミュニケーションを本来の日本語
で言えばどうなるのでしょうか。我々の思いのもと
で話題を提供させていただきます。
その 1．雑談の効用というのは如何でしょうか？
（1）雑談はいい加減ということではなく、あれこ
れと話題のまぜご飯みたいな会話ということ。
（2）雑談は相手がいるから話しかけるのです。し
かし両者 ( もっと多い人数のときも含めて ) の
間に興味が続かなければ、そこで自然に消えさ
るのです。
（3）雑談では起承転結にこだわれば弾まないし
転々と会話が続かないのです。
（4）
「目は口程にものを言う」ということも言われ
ますが、黙って“にらめっ子”みたいな気まず
さを取りはらいその場を気楽にさせる雑談の効
用如何ですか？
その 2．人生は誰にとっても時の経過により、高齢
化に向かっているのです。しかし何かにつけて社
会変化を語るとき 人間は高齢化、その人間の住
居は老朽化という総論が耳に入ります。その意味
する調子は段々何事も大変になるということのみ
にとらえがちですが、高齢になっていくというこ
とは理屈は抜きにして、多くの人生経験、社会経
験をしてきているということで考えると英知の包
蔵体になっているのです。いいかえれば英知を潜
在させているのです。だから若い世代との間の雑
談を通じてでも、それを今日的に顕在させる機会
がまたれているんです。だから高齢世代は若い世
代の今様に好奇心を寄せ、若い世代は自分の知ら
ない往時からの経験を内蔵している高齢世代に質
問すれば、お互いに今様のささやかなよろこび、
極端に言えば新たな生き甲斐ともいうべき「その
気」を沸き立たせるのではないでしょうか。
その 3．私の 30 代後半頃「小さな親切運動」という
のがおこりました。その発端についてお話しさせ
ていただきます。
それは社会的には 1960 年代／昭和 35 年代、い
わゆる安保闘争という学生運動がありその渦中で
東大生 ( 女子 ) が死亡するという事件があったの
です。当時、東大学長は茅誠司先生 ( 物理学者で
1957 ～ 1963 の間 ) 東大卒業者告辞の中で『･ ･ ･ ･
諸君に参考に供したいと思います。夕刊にこんな
話が出ていました。あるバス停で、ひとかたまり
の人々夕暮れの中にバスの来るのを待っておりま
した。そして夕刊配達の子が自転車に乗って、そ
こまできたとき何かのはずみにチェーンをはずし
てしまいました。すると、その群れの中から一人
のおじさんが現れて「こうしてチェーンをはめる
んだよ、わたしは自転車屋だから上手だ」と言っ
てあっという間に修理してしまいました。すると、
これを店の中から見ていた八百屋のおばさんが水
を入れたバケツとせっけんと手ぬぐいを持ってき
て ｢ 手が汚れただろうから、お洗いなさい ｣ と言っ

たのです。すると、おじさんは「おまえは急ぐだ
ろうから」と言って夕刊配達の子に洗わせ、自分
は後から洗って、おばさんに「ありがとう」とお
礼をし、ちょうどそこに来たバスに乗った。
これを一部始終みていた人々の心は何かしれ
ぬあたたかいもので一杯になったというのです。』
更に加えて『この小さな親切をきっかけとして、
これが社会の隅々までも、なにげなく、またまん
べんなくおこなわれるようになることを、私は心
から希望してやみません。』でした。
そして 1963 年／昭和 38 年 6 月 13 日「小さな
親切」運動がスタートしたのです。それから約 50
年後の今日です。この運動がどうなっているのか
の関心より このエピソードを今、聞いてどう思
われますか、小さなとは大小の小ではなく日本人
特有の「一寸した」
「ささやかな」
「ほのぼのとした」
「気のきいた」とか種々の感じ取り方があると思
いました。今日の皆様の中で皆様の他人を思いや
る心、そしてささやかな実践力が期待されている
と私は訴えたいのです。
以上

10 月分
―休会―
10 月 10 日（木）
16 日（水）
18 日（金）
24 日（木）
29 日（火）
30 日（水）
31 日（木）

他クラブ情報

東京ベイ RC
東京豊島東 RC
東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC
東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC
東京臨海東 RC
東京ワセダ RC、東京葛飾東 RC
東京四谷 RC

―夜間例会に変更―
10 月 9 日（水） 東京ワセダ RC
23 日（水） 東京豊島東 RC
（豊島区立勤労福祉会館）
24 日（木） 東京ベイ RC（合同例会）
28 日（月） 東京上野 RC
30 日（水） 東京王子 RC（4RC 合同例会）、
東京臨海 RC、東京王子 RC
			
（4RC 合同例会）
31 日（木） 東京池袋 RC
（移動夜間例会 椿山荘）
―振移動例会に変更―
110 月 4 日（金） 東京小石川 RC
（10/3 金沢北 RC 記念式典）
15 日（火） 東京東江戸川 RC
（10/21 創立記念例会式典）
25 日（金） 東京小石川 RC、東京城北 RC、
東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC（親睦旅行）
28 日（月） 東京池袋西 RC
（10/27-28 親睦旅行）
29 日（火） 東京あすか RC
（10/30 4RC 夜間合同例会）
31 日（木） 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC
（10/30 4RC 夜間合同例会）
以上

