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ビュッフェ例会
－会員懇談－

本 日 の 例 会 次回の卓話 （4 月 2 日）

「思いを残し時は去る」

「切磋琢磨が人の道」

近藤　博隆　会員

田中　成明　様
早稲田大学エクステンションセンター

講　師

紹介者　林　一好会員

3月 19 日　第 1082回例会報告

卓 話

卓話をされる田中成明様

会長報告

1．3 月 15 日（土）～ 16 日（日）に開催された「第

26 回　全国ローターアクト研究会」開催のお礼状

が地区青少年奉仕並びにローターアクト委員長か

ら届きましたので、ご報告いたします。

幹事報告

1．心の東京革命より、会報３９号並びに「中学生

の主張東京都大会発表文集」と「家族とのふれあ

い」奨学生の作品集の冊子が届きました。

冊子を回覧いたしますので、ご覧下さい。

2．米山梅吉記念館より館報 Vol.23 が届きましたの

で回覧いたします。

また、春季例祭のご案内がありました。参加ご

希望の方は、申込用紙も回しますので、必要事項

をご記入下さい。

3．昨日 18 日（火）にホテルメトロポリタン池袋に

おいて PETS が開催されました。

柴山会長エレクトが出席いたしました。

出 席

会員数：56名　欠席出席免除者：7名　出席数：38名

欠席数：11名　出席率：77.55％

3月 5日修正後出席率：82.00％

ヴィジター：3名

クラブゲスト：田中成明様（卓話講師）

ニコニコＢＯＸ

＊波多野稔様（東京武蔵村山 RC）
本日はメーキャップに参りました。4 ～ 5 年前に
小勝善一郎様にお世話になったことがあり、感謝
しております。

＊本郷　滋会員
社員の病気見舞の為、早退します。



4 月分　他クラブ情報
―休会―

4 月 11 日（金）	 東京城北 RC

15 日（火）	 東京臨海東 RC、東京東江戸川 RC

16 日（水）	 東京臨海 RC

23 日（水）	 東京豊島東 RC

28 日（月）	 東京城東 RC

30 日（水）	 東京臨海 RC、東京小平 RC、

	 東京豊島東 RC、東京王子 RC、

	 東京ワセダ RC、東京浅草中央 RC

―夜間例会に変更―

4 月 2 日（水）	 東京ワセダ RC

3 日（木）	 東京池袋RC（55周年&ｴｯﾋﾟﾝｸﾞﾅｲﾄ）

―移動例会に変更―

4月 4日（金）	 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

	 　（4/3夜間移動例会･花見例会）	

7 日（月）	 東京池袋西 RC

	 　（夜間移動例会 ･花見会）

9日（水）	 東京豊島東 RC

	 　（夜間移動例会 ･家族会）

17 日（木）	 東京ベイ RC（4/15 移動例会）

17 日（木）	 東京四谷 RC（4/19 移動例会）

21 日（月）	 東京城東 RC

	 　（夜間移動例会 ･観藤例会）

23 日（水）	 東京臨海 RC（4/22 合同例会）

25 日（金）	 東京城北 RC（4/22 合同例会）

29 日（火）	 東京あすか RC

	 　（ｴｺﾛｼﾞｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝ北区へ移動例会）

	 以上

ニコニコＢＯＸ	 29,000 円

累　　計	 1,294,745 円

「わが国の自然をあらためて愛おしく思う」

近藤博隆会員

1．わが人生は生かされている中で生き甲斐を求め

る　わが活動そのものである。わが存在そのもの

が社会への奉仕の機会である。

この奉仕の機会が十分に機能するためには健

康で生計を立てることが出来、社会の職分に従事

し、高齢化に従い天分発揮の機会を得なければな

らない。社会生活の条件は人間対人間の良好な関

係、そして人間対自然との自然の恵みを享受する

関係、更には人間と歴史との継続性の認識の 3 面

から求めて行かねばならない。

ここであらためて、この国に生を享けた事を考

えて見なければならない。

2．わが国は 37 万平方粁という限られた領土の大き

さ、しかも人間が居住しうる面積はその 37％でし

かないということ。

北から南西に向かって細長い地形は多くの地殻

を構成するプレートの境界面を意味し、他国には

見られない地震国という特徴がある。細長いわが

本土は高い山脈から流出する多くの川がその領土

を横断している川の流れによって造成された沖積

平野（領土面積の 10% 余）に全人口の 51％が住み、

資源の 75％が集中している実情は災害の脅威下に

いつもあるという事であり、ここにも災害日本と

自認せざるを得ないのが現実である。

3．四周環海の海岸線の総延長は 3 万 5 千粁余と建

＊本間正巳会員
春一番が吹いていよいよ春本番到来です。後期3ヶ
月強、気合を入れてガンバリます。

＊渡辺新吉会員
結婚記念日を祝っていただきまして、ありがとう
ございます。

＊井田吉則会員
結婚祝いをありがとうございました。

＊靏岡秀郎会員
寒さ暑さも彼岸までと申しますが、お彼岸からは
暖かくなりそうですね。とってもうれしいです。

＊澤部利蔵会員
花粉が舞っていますね。

＊米倉伸三会員
3 月 28 日より 4 月 10 日まで千代田さくら祭を開
催します。29日、30日は、無料シャトルバス、フリー
ペーパーを発行し皆様をお待ちします。開花25日、
満開 3日の予想です。

＊松岡　浩会員
誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。

＊服部浩美会員
塙さん、写真をどうもありがとうございました。
春一番が吹きました。これから暖かくなります
ね！

設省資料は伝えている。もし外国からの軍事的侵

攻または不法入国はどこからでも出来るというよ

り、全周ぬかりなく守るにはきわめて難しいとい

う、わが国防衛上の特長も見過ごすことが出来な

い。

春夏秋冬の移り変わりも日本人はあまり特別な

思いを持っていない。あたり前になっているから

である。冬といっても寒く積雪の多い東北、北海

道がある一方でその寒さや雪を知らない南西諸島

地区もある。季節の移り変わりにわが列島の長さ

を感じる。

1 月にはじまる沖縄からの桜前線北上のたより

も 5 月に北海道で終わる長さである。ここにもわ

が列島の長さを感じさせてくれる。山あり、谷あ

り、川あり、海あり、緑おおい風景もわが国の特

徴と思う。

人間の社会的苦労は人の努力なくして軽減も超

越することも出来ないが、その日々の悶々とした

気持ちを癒してくれるのが、わが国の四季のうつ

り変わりである。寒いとか、うっとしいとか、暑

くてやり切れないと言っていても、何時の間にか、

その不快は消えていく、人間はこの移り変わりに

何も努力できないのである。

以上


