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本日の例会 次回の卓話（5月 23 日）

第４回　クラブフォーラム
卓話「会員増強について」

「内容を録音したデータが事務局にあります」

「子供のスマートフォン、
インターネット安全教育」

「近代日本 FRB ロスチャイルド」

目代　純平　様
小船井　修一　様

松岡　天平　様

東京紀尾井町ロータリークラブ
釧路ロータリークラブ　パストガバナー

EU Japan Consulting & Associates　特別顧問

紹介者　小林佳俊会員

紹介者　木村敬道会員

5 月 9 日　第 1272 回例会報告

卓 話

理事会報告

1．第４回クラブフォーラムについて（5月 16 日）

釧路ＲＣの小船井ＰＧによる「会員増強」につ

いての卓話がある。近隣のＲＣからも多数の方

が卓話を聞きに来られる予定である。

2．あじさい祭りについて

山田社会奉仕委員長が欠席のため、秋本会員か

ら状況を聞いた。あじさい祭りは、6月 9日（土）

から 6 月 17 日（日）まで開催される。当クラブ

では、6 月 10 日（日）の午前 11 時からバザーを

行う予定。商品、収益金の用途などの詳細につ

いては、今後山田委員長と詰め、必要があれば

持ち回り理事会にて決定する。

3．最終例会について（6月 27 日）

予算が厳しいため、ビュッフェ形式にして支出

を抑える。余興については山田会員居合の他、

公募して会員の特技を披露する。

4．職業分類の変更について

服部浩美会員　小分類「デザイン・美術教育」

を「デザイン・アート教育」に変更。

飯塚貞子会員　大分類「8建設工事」を「42 企画・

持ち回り理事会報告

北分区平井ガバナー補佐より、2019-2020 年度　ガ

バナー補佐を東京本郷 RC から推薦者を出すよう連

絡があり、小出　豊会員を北分区ガバナー補佐とし

て推薦することが承認されました。

卓話をされる松岡天平様



ニコニコＢＯＸ

＊木村敬道会員

本日の卓話、松岡さんよろしくお願い致します。

＊本郷　滋会員

やっと気管支炎が治りました。5㎏やせました。

＊秋本康彦会員

73 回目の誕生日を迎えられました。昨晩気温 5℃

の家から来ましたが、東京も寒いですね！　まだ

まだ元気です。

＊林　一好会員

妻の誕生日祝いの花束をありがとうございまし

た。

＊本間正巳会員

特別記念日のお祝い、ありがとうございます。

＊清水卓治会員

東京ドーム少年野球、8 月 8 日借りる事が出来ま

した。皆様の後援よろしくお願い致します。宿泊

は、赤坂の陽光ホテルです。

＊平尾泰朗会員

特別記念日のお祝い、ありがとうございます。

＊松岡　浩会員

家内の誕生日祝い、ありがとうございます。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ニコニコＢＯＸ	 41,000 円

累　　計	 1,136,680 円

会長報告

1．過日、会員各位にご協力いただきました「青梅

RC　梅の里再生事業」の支援金が 360 万集まり、

青梅 RC に納入しました。とガバナー事務所から

報告がありました。

又、台湾東部地震支援金については、約 250 万

を姉妹地区（台湾・第 3482 地区）へ送金しまし

たと、同じくガバナー事務所より報告がありま

したので、お知らせいたします。

2．米山功労寄付者のご紹介をいたします。

加藤利雄会員　「第 16 回　米山功労者メジャー

ドナー」感謝状が届いております。

幹事報告

1．各種、ご案内・通信物をテーブルに配布いたし

ましたので、ご覧下さい。

また、東京都消費生活総合センターからのチラ

シ各種を回覧いたします。

2．6 月 12 日（火）開催「地区納めの会」のご案内

を配布いたしました。

定員 300 名とのことですので、参加希望の方は、

16 日（水）までにクラブ事務局へお申込み下さい。

3．委員会開催と出席者をお知らせいたします。

・5 月 8 日（火）新旧　地区職場体験関係の合同

委員会に澤部会員、松岡会員が出席されました。

・5 月 9 日（水）次年度青少年交換委員会に松岡

会員、飯塚会員が出席します。

同じく本日、第 5 回地区（拡大）国際奉仕委員

出 席

会員数：48名　欠席出席免除者：3名　出席数：35名
欠席数：11 名　出席率：76.09％
4 月 18 日修正後出席率：84.44％
クラブゲスト：松岡天平様（卓話講師）

小林健太郎様（小林会員ご子息）

コンサルティング」、小分類「総合解体業」を「エ

ステティックサロン・ネイルサロンの経営支援・

コンサルティング」に変更。以上が承認された。

5．その他

a　ガバナー補佐についての持ち回り理事会の議

案は承認された。

b　次年度の本郷国際友の会は、忘年家族会に参

加する形で開催する案が出ている。

c　新世代会議は、今後は特別委員会を設けて計

画・実施することを検討している。

d　長期例会欠席の会員については、最終例会に

出席予定との回答を得た。

e　次回開催日時　2018 年 6 月 6 日、18 時～、

場所は未定。

会に本郷会員が出席します。

・5 月 9 日（木）新旧地区青少年奉仕委員会に松

下会員、松岡会員、澤部会員が出席します。

4．来週 16 日は「第 4 回クラブフォーラム」を開催

いたします。

釧路ロータリークラブより小船井パストガバ

ナーより「会員増強について」の卓話があり他

クラブからも聴講希望者が多数おります。

是非とも、ご出席下さい。

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 10,000 円
米山特別寄付	 1 名	 20,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。



5 月分　他クラブ情報
―休会―

5 月 1 日（火）	 東京板橋 RC、東京荒川 RC、

	 東京後楽 RC、東京東江戸川 RC、

	 東京臨海東 RC

2 日（水）	 東京王子 RC、東京浅草中央 RC、

	 東京葛飾東 RC

3 日（木）	 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC、

	 東京江戸川中央 RC

4 日（金）	 東京小石川 RC、東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

7 日（月）	 東京上野 RC

8 日（火）	 東京東江戸川 RC

16 日（水）	 東京浅草中央 RC

21 日（月）	 東京浅草 RC

29 日（火）	 東京あすか RC

30 日（水）	 東京葛飾東 RC

31 日（火）	 東京池袋 RC

―夜間例会に変更―

5 月 25 日（金）	 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

28 日（月）	 東京池袋西 RC　

29 日（火）	 東京板橋 RC　夜間移動例会

31 日（木）	 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

	 　　創立 20 周年記念例会

―移動例会に変更―

5 月 14 日（月）	 東京池袋西 RC　	※

15 日（火）	 東京板橋 RC　　※

18 日（金）	 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC　　※

18 日（金）	 東京小石川 RC

	 　　親睦旅行・移動例会

22 日（火）	 東京あすか RC

	 　　5/23 記念例会に移動例会

23 日（水）	 東京豊島東 RC　※

29 日（火）	 東京荒川 RC、東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

	 　　記念例会に移動例会

※ 17 日（木）5クラブ合同例会に振替

以上

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

クラブフォーラム開催通知

5 月 16 日 ( 水 ) 例会時、釧路ロータリークラブ　

パストガバナー　小船井修一様をお招きし「会員増

強について」を演題に卓話をお願いしました。

当地区鈴木喬パストガバナーをはじめ、多数の地

区関係者、他クラブのロータリアンが聴講に来られ

る予定です。

大変興味深いお話が拝聴できることと存じますの

で、ご多忙とは存じますが是非多数のご出席をお願

い申し上げます。　

記

日　時	 2018 年 5 月 16 日（水）第 1273 回例会時

	 例会開始　　　12：30

	 フォーラム　　13：00 ～ 14：30

場　所	 例会場　3階「春琴の間」

テーマ	 「会員増強について」

以上

「わがクラブ活動の高揚の為
私はつぶやく『忖度』」

近藤博隆会員

「ロータリーの友」誌 2017 年（平成 29 年）11 月

号に「ロータリーにおける忖度」という青木功喜会

員（札幌東 RC）の投稿された記事を拝見し、何とな

く日頃気にかけていた「忖度」について、つぶやく

ことになったのです。

この青木会員の文中に「忖度として組織の空気を

読み、上の意向を推しはかって行動していては ･･･」

と言う部分があり、私は会員の 1 人としての自問自

答したのです。つまり、

その 1．「忖度」とは他人の気持ちを推しはかる（岩

波国語辞典）とありますが自分以外である

他人には親族もあり、学友同じ職場の人な

ど、いろいろあるのです。

その 2．ロータリークラブ会員、特にわが本郷 RC48

名（私を除いて 47 名という他人）と毎週例

会出席につとめ会合し、例会 1 時間の限　

定下であっても食事を共にすると言う人間

関係を近づける手段が含まれており「忖度」

負担は軽減されていると、私個人としては

感じられています。

その 3．私は会員としてはクラブのために何も出来

ないが毎週例会にだけは少なくとも出席を

重ねていこう。そして、会員以外の方々に

は、私は水曜日にいつも先約のあるものだ

と口癖にしてきて 22 年 10 月ヶ月（私の入

会は 1995.6.28）も経過しているのです。

その 4．この頃、例会ではお目にかかれない方が多

く推移しているようですが皆さんはどう感

じておられるでしょうか。出席できないご

事情より例会で顔を合わせたいものです。

雑談は出来なくても「目は口ほどに物を言

う」です。「忖度」の負担なしといって無関

心の奨励ではないのです。

その 5．例会開始前の数十分間に出席会員との雑談

を少しでも賑やかにしませんか。

以上、忖度不要。



ロータリー財団奨学生　清水さんからの 5月動向報告書

「われわれは行動する人間を育てるのだ。公共の利益に大きく貢献する人を世に送るのだ。われわれは漫

然とした世の傍観者、人生のゲームの見物人、あるいは他人の労苦を口うるさく批判する評論家などを養成

することには関心を持たない」「大学は世界で最も独裁者が存在しにくい場所だからです。学問は、常に共

和の世界なのです」ハーバード大学の名学長として名高いエリオットは、ハーバードの精神をこう語りました。

アメリカ史上稀に見る大統領の誕生により、超大国アメリカが岐路に立たされ、アメリカ国民が振り回さ

れるのを実感した一年でした。20 世紀最大の歴史家トインビーは、文明の盛衰は“挑戦”に対する“応戦”

で決まると結論づけていますが、アメリカ人であるとは何か、ハーバード大学教員・学生であるとは何か、

沈黙するのか、行動するのか。アメリカ一強時代は終わったと見る識者もいますが、私が体験した一年では

アメリカの理想に対する庶民の「応戦」は健在です。

その運動の急先鋒が同大学で最も知名度の高いコーネル・ウェスト博士です。ハリウッド映画『マトリッ

クス』にも出演した異色の経歴をお持ちです。先月キング博士暗殺 50 年の追悼の日に、CNN を始めとする

世界中のメディアから取材を受け、彼の後継者として注目されている教授です。アメリカ内部からの痛烈な

文明批判は日本社会への叱咤激励のようにも聞こえます。同大学教育大学院主催の記念講演でウェスト博士

は、「ハーバードが校訓として掲げるラテン語のヴェリタス（真理、真実）を追求するための必須条件は、“我々

が苦悩する人々に傾聴できるか”にかかっている。世界で最も裕福な国アメリカにおいて子供の 22％が貧

困状態にあり、その半分が黒人です。ある偉人は“悪への無関心は悪そのものよりも狡猾である”と。知恵

よりもスマートさへの執着。思いやりよりもお金への執着。人間の尊厳よりも武器への執着。偉大さよりも

成功への執着。トランプが問題の根本原因ではなく、トランプはいまのアメリカ社会の症状であり、兆候です。

“パイデイア”とは古代ギリシャに遡る魂を揺さぶる深い教育を意味します。形だけの学校教育ではありま

せん。その根本にはソクラテス的対話が必要です。その対話の始まりは、“いかに死を迎えるか”、そしてそ

の問いに続く“いまをどう生きるか”という魂と魂のぶつかり合いです。自分の行動を見直すことから始ま

るわけです」と。

この一年通わせて頂いた教育大学院のモットーは「世界を変えるために学べ」“Learn	 to	 Change	 the	

World”です。ウェスト博士を始めとする素晴らしい教職員・学生との交流を通じて随分考えましたが、こ

のモットーに対する私なりの結論は、「世界を変えるためには、まず今いる身近な所で自分を変えろ」です。

では、私の掲げていた最大のテーマである難民高等教育において、何を成し遂げたのか。一流の教授陣に多

くの知識、研究技法などを学びましたが、それらに加え、トランプ政権の渡航禁止が執行される直前に紛争

地シリアからアメリカ入りしたハーバード大学生、トルコ、イエメン、カンボジアなどから命からがら亡命

してきた研究者たち、難民として大学教育を受ける多くの友人と親交を深められたことが何よりも私を成長

させてくれました。現地で起こる信じ難い現実、残された家族・友人に対する不安、それでも生きることを

選択する強靱なる生命力など、共に食事をしながら教えてくれました。

皆様の多大なご支援をいただき、思う存分勉学に励むことができました。おかげさまで教授陣からも高い

評価をいただき今月 24 日に卒業することになりました。お気に入りの図書館に日々十時間以上こもり、苦

しい時は出発前に激励してくださった皆様のことを思い出しながら、乗り越えることができました。アメリ

カ北東部のボストン近郊では、先日まで 1 ヶ月遅れで桜が美しく咲いておりました。アメリカの 5 月の春の

卒業式commencementは“はじまり”を意味します。ハーバード大学380年の歴史で初の女性学長となったファ

ウスト学長が、卒業式で 11 年の任期を終え最後の挨拶をされるようですが、私を温かく送り出してくださっ

た本郷 RC の皆様の思いを胸に参加して参ります。この 9 ヶ月間、夢のような貴重な機会をいただきました

ことに、衷心より深く御礼申し上げます。

健康状態は良好です。Cambridge	RC のカウンセラー、Robert	Mansfield さんに週明けにお会いし、修了等

の報告を予定しています。

[ 世界最大の大学図書館、ワイドナー図書館（この建物の前が卒業式会場）、もう一枚が前掲のコーネル・

ウェスト博士との写真 ]


