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本日のプログラム
理 事 会� 11：15～12：00
例　　会� 12：30～13：45�
卓　　話　「米山奨学金と寄付金の現状」
卓 話 者　小森谷　典明氏
紹 介 者　米山奨学委員会

次回（10月９日）のプログラム
例　　会� 12：30～13：45�
卓　　話　「未病に役立鍼灸セルフツボケア」
卓 話 者　武内　潔氏
紹 介 者　有我信行会員

第 1536 回例会　　2019 年 10月 2日

1.� 当クラブのチャーターメンバーである山元巌会
員が、９月11日ご逝去されました旨を謹んでご
報告申し上げます。お通夜は９月14日（土）18
時から19時、告別式は９月15日11時から12時
より要町駅近くの祥雲寺にて執り行われます。
２.� 先週の９月５日木曜日2580地区北分区会長幹
事会がセンチュリーハイアットホテルにて行わ

会 長 報 告

今月のソングリーダー 廣内　世英会員

10月のお祝い
【会員の誕生日】
廣内　世英会員� 15日
佐藤美枝子会員� 16日
【夫人・夫君の誕生日】
浅原　洋子夫人� 1日
有我久美子夫人� 10日
【結婚記念日】
時友雅行・珠衣ご夫妻� 27日
稲川　一・早苗ご夫妻� 29日

前々回第1534例会報告　2019年９月12日

初めての共同作業♪今年度会長
池袋RC石川会長＆東京豊島東RC有我会長

池袋ロータリークラブとの合同例会

れ、主催者からの依頼で、現在、皆様と進めてお
りますクラブ改革施策を「東京豊島東ＲＣクラブ
改革へのチャレンジ」という演題で発表して参り
ました。手前味噌ですが講演後、多くのクラブ会
長からパワーポンイントの資料請求があり、私た
ちの取り組みを地区各クラブの皆さまが注目され
ております。また新本ガバナーからも私たちの取
組を高く評価いただきましたことをご報告申し上
げます。改革改善・そして増強へ向け、私たちの



を掛けない人々。
・ブランド品（ファッション、化粧品など）を求め
ない女性達。

・ミシュランの星に興味を持たないフランス人、グ
ルメな日本人。

・ファッションやコスメティック等のブランド品、
高級料理等々はフランスの重要な輸出産業。

・残業のない国
・退社後の（アフター6時）遊びに乏しいフランス、
家庭、亭主元気で留守が良いは…？

・世界で最も充実している有給休暇制度の実情、
ヴァカンスを取る権利と取らせる義務。

・親の有給休暇にリンクする子供の学校休暇。

余談
・年間180日にも満たない登校日数、禁じられて
いる宿題、塾は存在しない、入学式、始業式、終
業式、卒業式などのセレモニーは一切ないフラン
ス、遠足、運動会、修学旅行や文化祭などのイベ
ントはない。

・性善説の日本、性悪説のフランス、個人主義のフ
ランス（商店会、町内会や防犯協会、交通安全協
会などの自主的な地域コミュニティー）は存在し
ない。

・私の渡仏（1968年）当時は日本に殆ど関心のな
かったフランス人。
・フランス人が抱く日本のイメージの移り変わり、
日本人が持っているフランスのイメージ。
・フランス庭園と日本庭園の相違、デカルト的分析
批判精神、繊細微妙な感性による精神。
・日常生活の中での日本との相違、文化的な違い。
衣食住に関して
・玄関の有無から見える日本と西洋の決定的な相違。
・驚くほど地味な一般フランス人、衣服や食にお金

人生の２/3をフランスですごして
〜日本とフランス、似ているようで似ていない二つの国、
� 実像と虚像の中の文化的相違〜
� フリージャーナリスト　近藤　忠彦氏

卓　話第1534回例会

退路は断たれてしまいました。狼少年にならない
よう引き続きのご支援ご協力をお願い申し上げま
す。
３.� ９月６日、国際ロータリーから「地元で世界ポ
リオデーにちなんだ活動やイベントを実施しませ
んか？」という依頼がありました。
　毎年、10月24日の世界ロータリーデーにちなみ、
ポリオ根絶活動における前進を振り返るととも
に、更なる活動への意欲を高めるためのイベント・
活動が実施されます。世界中のクラブは、各地で
この特別な日のちなんだ活動を独自に実施し、ポ
リオとの闘いがまだ終わっていないことへの認識
を高めることが推奨されております。
　当クラブとしても何らかの形で地域にＯＵＴＰＵ
Ｔ出来ればと考えますが、皆様いかがでしょう
か？良いアイデアがありましたら、私または幹事
までお申し付け願います。

　【ポリオとは？】�ポリオは感染性の高い病気であ

り、特に感染しやすいのは５歳未満の子どもです。
ポリオウイルスは人から人へ感染し、神経系を侵
すことで身体のまひを引き起こし、死にいたらし
めることもあります。治療法はありませんが、ワ
クチンで予防が可能です。日本では1980年を最
後に症例はありませんが、海外からポリオウイル
スが入る可能性があるため、日本でも乳児へのポ
リオ予防接種が行われています。

　ロータリーは1985年以来、ポリオ根絶に取り組
んでおり、1988年には世界保健機関（WHO）、
UNICEF（国連児童基金）、米国疾病対策セン
ター（CDC）とともに世界ポリオ根絶推進活動
（GPEI）を立ち上げました（近年にビル＆メ
リンダ・ゲイツ財団も参加）。この活動の開始以
来、全世界で年間35万件だったポリオ症例数は、
2018年に33件にまで減少しており、根絶の達
成まであと一歩のところまで近づいています。



　今回は豊島東ロータリー様、２度目のお招きと相
成り、講談の演目はリクエストをいただきました。
　講談「ポール・ハリスとロータリー」を原作者　
小泉博明氏（池袋ＲＣ）の立ち合いのもと、お聴き
いただきました。この世に出して、まだ３度目の実
演となります。
　まず初めに、制作の経緯についてと、琴柑をご紹
介頂くスピーチが、小泉氏からあり、琴柑へバトン
が渡されました。

　1867年。――日本は幕末の慶応３年、徳川慶喜
による大政奉還があり、坂本龍馬が暗殺された年で
もある――この年に、アメリカはウイスコンシン州
で、ロータリークラブ創立者ポール・ハリスが生ま
れたところから、講談は始まります。
　色々なことがあり、やがてロータリークラブが生
まれます。
（中略。ここは是非、生の講談をお聴きください）。

　意気投合した４名の初代ロータリアン達は
「我等の生業さまざまなれど　集いて図る心は一つ
　求るところは平和親睦　力るところは向上奉仕　
おゝロータリアン　我等の集い」
と声高らかに歌ったのでございます。

　それからのち、ポールの投じた一石が水に波紋を

講談「ポール・ハリスとロータリー」
� 講談師　宝井　琴柑師

卓　話第1535回例会

委 員 会 報 告
◆親睦・家族委員会
　10月16日移動例会　屋形船　詳細はFAXにて
◆社会奉仕委員会
　ロータリー財団地区補助金プロジェクト申請書

◆ IM実行委員会
　IMのご案内

◆ダンス同好会
　9月18日　第二回・7名で行われました。次回は
10月9日

前回第1535回例会報告　2019年９月18日

１.� バギオだよりVol.74配付のお知らせ。
２.� ９月12日合同例会卓話者　近藤忠彦先生著書
申込みにつきまして
３.� 東京ワセダロータアクトクラブ創立５周年式典
のご案内

幹 事 報 告

1.� 竹内さん訃報に際して、今後の方針
２.� 沖縄地区大会案内進捗について
３.� 会員増強のお願い

会 長 報 告

本郷RC篠崎会員・加藤会員

・赤信号でも道を渡る、物を平気で路上に捨てる、
運転免許証の更新はない、どんな動物でもペット
として飼う権利。
・おつりは足し算で返す、TVのコマーシャルに惑
わされない、映画・ドラマ、スポーツ中継を中断

してのTVコマーシャルはない、公共交通機関は
すべて国営か市営、私企業はない、日曜日は商
店、デパートなどは全てお休み（パン屋、薬屋を
除き）。



本郷RC篠崎・加藤会員／本日は、11 /13（水）
開催の北分区 IMのご案内にクラブを訪問させ
ていただきました。多くの皆様の参加を心より
お待ち申し上げております！

つくば学園RC鈴木会員／いつも有我会長にはロー
タリーとスキーをご指導していただき、ありが
とうございます。今日はお世話になります。

有我会員／故竹内哲夫元会員のロータリーへの多大
なる貢献とクラブ会員各位に対してのご厚情に
心から感謝を申し上げます。ご冥福をお祈りし
て竹内会員の大好きだったクラブへニコニコ致
します。

稲川会員／竹内さんは、私の
入会時の紹介者でした。
ご冥福をお祈りいたしま
す。

＜指定ニコニコ袋＞
櫛田会員／社会奉仕委員会　ロータリー財団補助金
プロジェクトを次年度に実施できるよう、補助
金を申請致します。皆様の産画をお願い致しま
す。

ニ コ ニ コ  B O X

〈今　回〉 〈累　計〉 〈予算達成率〉

32,500円 247,500円 20.63％

Smiling BOX

■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率 ７月３日分

修正出席率

25名 22名 14名 11名 63.63％ 90.47％

10月の  例 会
　　スケジュール

10月９日［1537］
例　　会　12：30～13：45
卓　　話　「未病に役立
　　　　　　　鍼灸セルフツボケア」
卓 話 者　武内潔氏
紹 介 者　有我信行会員
�
10月16日［1538］
移動例会

広げるが如く、アメリカ各地にクラブが生まれ、や
がては国境を超えて、今では世界200以上国の地
域に広がり、2019年３月現在、クラブ数３万５千
729　全世界ロータリアン総数　1，20万９千
792名に達するようになりました。
　そして日本では――、1920年（大正９）年10
月21日米山梅吉らにより創設いたしました東京
ロータリークラブを皮切りに活動が広がります。
　（ここから先、豊島東ＲＣ様に宛てました、オリ
ジナル箇所になります）
　やがて昭和の後期、池袋ロータリーが105名か
ら110名の会員をかかえるようになりましたが、
現状維持の状況が長いこと続いていました。これを
打破するため、次の一手が望まれました。
　近頃、北ロータリークラブは上野ロータリーを誕
生させた。浅草ロータリーは浅草中央を誕生させた。
　次は池袋ではないかと、期待をされたのです。
　そうして1986年　昭和61年、豊島東ロータ
リークラブがホテルメトロポリタンにて、産声をあ
げることになりました。
　仮クラブの第１回目の例会は19名、それが３回
４回となるにつれて人数が増え、発足の２月には、
37名でスタートすることができました。
　あれから30余年。設立当時の方は・・・すでに
なく、代は変わりましたが、現在でもその命脈が受
け継がれております。
　ポール・ハリスの提唱した、信頼の中でビジネス
を語らい、共に奉仕活動ができる仲間作りの理念の
元、一心に活動に励んでおります。
（拍手！）

　さすがのポールも、100年以上のちに、このこ
とがよもや講談で語られるとは、夢にも思わなかっ
たでありましょう。「ポール・ハリスとロータリー」
の一席、読み終りでございます。

最初の４人のロータリアン
（左から）：ガスターバス・ローア、シルベスター・シール、
ハイラム・ショーレー、ポール・ハリス（1905～12年頃）


