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本日の卓話 次回の卓話（6月 20 日）

「内容を録音したデータが事務局にあります」

星野合同事務所

行政書士

司法書士

「バンクーバー朝日軍
伝説の日系人野球チーム

その歴史と栄光」

テッド・Y・フルモト　様作　家

紹介者　平尾泰朗会員

『「人生の羅針盤」・徳の継承』
「道徳で人と社会を幸せにするのが

ロータリーの精神」

北山　正弘　様
紹介者　小林佳俊会員

「新しい相続の方法～
民事信託の実例」

清野　健一　様
星野　大記　会員

6 月 6 日　第 1276 回例会報告

卓 話
理事会報告

1．会員身分について

・平尾泰朗会員退会の件（6月 1日付退会）

・新会員候補者　池田ゆかり氏の件

会員選考委員会、職業分類委員会の承認を受け

理事会で了承され会員への公示へ。

2．東京本郷ロータリークラブ　細則・内規について

小出規定検討委員会委員長から説明・質疑。

3．あじさい祭りバザーについて

当日はメークアップ扱いとする。

4．新旧クラブ協議会について

従来どおりの形式として情報共有する。

5．最終例会について

進行につき渡辺 SAA より説明。

6．その他

a　地区青少年奉仕副委員長　松岡会員からの沖

縄大会旅費請求の件

地区行事に松岡会員へ過大な負担がかかって

いる事と本郷クラブのイメージアップへの貢

献、パックで安価に処理されていることを鑑

みクラブ負担了承。

卓話をされる北山正弘様



ニコニコＢＯＸ

＊北山正弘様（卓話者）

久しくクラブに伺うことができ嬉しいです。本日

の卓話よろしくお願い致します。

＊加藤利雄会員

家内の納骨が無事終わりました。

＊渡辺新吉会員

クラブのホームページ改善のご提案をしていただ

いている㈱クニフトの國枝社長さん、どうぞよろ

しくお願いします。

＊林　一好会員

特別記念日のお祝い、ありがとうございます。

＊深澤壽一会員

5/30　本富士警察署及び安全協会は“死亡事故０”

を４年間達成しました。6/8 区長、6/14 警視総監

より表彰を受けます。

＊本郷　滋会員

妻のバースデープレゼント、ありがとうございま

す。私は見ていませんが、たぶん素敵だと思いま

す。これから 1ヶ月年上女房です。
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ニコニコＢＯＸ	 23,000 円

累　　計	 1,255,680 円

出 席

会員数：48名　欠席出席免除者：4名　出席数：35名
欠席数：9名　出席率：79.54％
5 月 23 日修正後出席率：77.78％
ヴィジター：1名

クラブゲスト：北山正弘様（卓話講師）

國枝信二様（渡辺会員ゲスト）

幹事報告

1．「コーディネーターニュース」6 月号をテーブル

に配布いたしました。

また、東京練馬中央ロータリークラブの市河久

和氏（2017年11月1日例会卓話者）より、コンサー

トのご案内をいただきました。とても良い内容

であり、しかも、会場が文京シビックセンター

との事で、当クラブに声をかけてくださりまし

た。詳細は、テーブルに配布しましたパンフレッ

トをご覧下さい。

ご鑑賞希望の方はクラブ事務局でまとめてから

市河様へ連絡しますのでご連絡をお願いいたし

ます。

2．6 月 4 日「新旧　北分区会長幹事会」が行われ、

松下会長、山路会長エレクト、秋本次年度幹事

が出席されました。

3．6月 20 日「新旧クラブ協議会」の会場が 3F　「千

鳥」から同じく 3F「光彩」に変更になりました

ので、お知らせします。

4．今週 6 月 10 日（日）にあじさいまつりバザーが

行われます。

参加の人数が集まらない状況ですが、バザー売

出直後は人手が欲しいので、ご協力をお願いい

たします。

集合は白山神社　社務所に 10：00 となります。

よろしくお願いします。

＊山路敏之会員

6 月 2 日、結婚 33 周年を迎えました。客観的にみ

て、妻の忍耐力は本当にスバラシイですよね！

＊齋藤陽彦会員

今日は早く着きました。

2018 年 6 月 2 日（土）浅草橋ヒューリックホール

（東京都台東区）にて、RI2580 地区ローターアクト

第 49 回地区年次大会が行われ、吉田雅俊地区ガバ

ナーはじめ地区役員、地区ロータリアン、友好地区

ローターアクター他総勢 550 名（登録ベース）の盛

大な会になりました。大会テーマは「時不知」。時

不知とは、春から夏にかけて北海道で獲れる若い鮭

のことですが、脂がのっていて美味とされ、秋の漁

獲期に外れてはいるものの、「鮭は時不知が一番美

味しい！」という人もいます。18 歳から 30 歳の青

少年で構成されるローターアクトクラブですが、そ

んな彼ら彼女らの旬の若さを「時不知」になぞらえ、

加えて、地区ターゲット「shake」（英語で「振る」

という意味）が「シャケ」とも読める事から、大会

テーマと地区ターゲットとが実はうまく繋がってい

るという遊び心も働かせてのネーミングでありまし

た。さて、大会はいまどきの若者らしく映像や音響

をセンス良く活用しながら進行役や司会の軽妙な

トークと相まって、笑いあり（無味乾燥になりがち

な各ローターアクトクラブの活動報告もゲーム感覚

で退屈しないように面白く演出）、お祭り騒ぎあり

（メインプログラムではアクターとロータリアンが

5 人 1 組でチームになり、様々なクイズやミッショ

ンを達成することで得るコインの枚数の多さを競い

合いました）、涙あり（卒会式。ローターアクトは

30 歳で卒業になります。今年も 8 名のローターアク

ターが卒業します。ローターアクト活動をとおして

の熱い想いと感謝の念を、後輩たちへのメッセージ

に託し、一人一人語りました）のすばらしいもので

した。12 時半にはじまり、途中二回 5 分程度の休憩

をはさみ、5 時半まで、時の経つのを忘れてしまう

ほど活力に溢れ、飽きさせない構成でした。寝てい

る人は一人もいませんでした。ローターアクト地区



本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 2 名	 15,000 円
米山特別寄付	 3 名	 35,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

年次大会は、ロータリアンはどなたも参加できます。

メーキャップにもなります。是非一度ご参加される

ことをお勧めします。ローターアクトを卒業する青

少年は、程度の違いはあれ、引き続きロータリーの

奉仕に何らかの形で関わり続けたいという強い思い

を抱いています。しかし、残念ながら、当地区では

そんなローターアクターの受け皿を十分に用意でき

ているとは到底言えません。ローターアクターとし

てロータリーにかかわり奉仕活動をとおして成長し

てきた有為な若者が、「30 歳になったから」「ロータ

リーの壁は高いから」という理由だけでロータリー

と疎遠になってしまうことは、全く勿体無い話であ

り、ロータリーの青少年奉仕としては尻切れトンボ

なのでは？と思った次第です。地区ローターアクト

が次年度もますます盛り上がりますように。

記　松岡　浩会員

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

「奉仕とサービス」をつぶやく」

近藤博隆会員

我々は社会人そして職業人として「時」の自然な

経過の中で絶えず人生活動を続けている。「あなた

はその活動、ご努力は奉仕ですかサービスですか？」

と突然親しい人から問われたら、どう答えるでしょ

うか。自問自答のつもりで自分自身を試してみたの

です。

その 1．ロータリアンなので手続要覧を開いてみま

した。社会奉仕に関する 1923 年の声明（基本理念 3

～ 4頁）には

①ロータリーは基本的には 1 つの人生哲学で実践

的には「最もよく奉仕する者、最も多く報いら

れる」なのですが、どのように気持ちを込めて

実践に務めておられるのでしょうか。

②「ロータリアン以外の全ての人々が理論的にも

実践的にもこれを受け入れるように励ますこ

と」とありますが私自身は会員歴を重ねながら、

この点怠ってきました。

その 2．その反省から標題のつぶやきです。

①思い出したのが「ノートルダム清心学園理事長

渡辺和子氏の「今、求められている心の教育」

（ロータリーの友誌　平成 19 年 6 月号）という

講演要旨です。その中でマザーテレサの言葉を

引用しておられたのです。即ち「愛の反対は憎

しみではありません。愛の反対は愛がないとい

うことです。無関心です。」と。

「無関心の風潮」はそこに人がいるか否かさえ

全くかまわないことなのです。更に「面倒だか

らしましょう。そしてあなたが変わらなければ

何も変わりません」と言うお呼び掛けが印象的

でした。

②「奉仕」「サービス」という用語が日常的に耳

に入ってきますがどう違うのでしょうか。気を

取られたのです。

1）国語辞典では奉仕とは国家、社会や目上の者な

どのために私心を捨てて力を尽くすこと、と、商

人が客のために特に安く売ることとありました。

2）英和辞典では Service( サービス )とは奉公、勤

務、貢献、公共事業、客扱い、軍務、兵役その他

14 種類に及ぶ和訳があり驚きました。

その 3．私が言いたい事

①この 72 年余を振り返ってみると日常会話や誌

上でカタカナ語で外国語（主として英米語）が

日本語の仲間になっています。公文書上でもそ

の様子が見られています。

②カタカナ語となって常用しているので本来の外

国語の意味をひょっとすると誤解を日本人に思

い込ませているかも知れません。私自身、数十

年前、国際親睦の集いの場で通訳者を困らせた

反省があります。

③奉仕とサービスは全く同じではないのですが、

奉仕の心に徹していれば、その他人に接する態

度、人柄次第では奉仕の気持ちが伝わるのです。

この辺にもロータリアンとしての個人的精神の

余地があると私は経験してきました。辞典の説

明以上のものです。奉仕活動という用語使いで

す。

④以上のような私のつぶやきは皆さんへの奉仕活

動でしょうか、サービスでしょうか。

以上


