
東京中央新ロータリークラブ東京中央新ロータリークラブ

金色に輝く太陽の様に明るくエネルギーにあふれる私達。

　青い薔薇の花言葉は「誠意」です。

　「誠意」と共に海を越え奉仕活動につくします。

創立５周年記念
       The fifth anniversary of foundation
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会長　平本　和子

会長挨拶

初代会長　坂口　美代子

　「東京中央新ロータリークラブ」５周年、誠におめでとうございます。至らぬ私が、初代会長とい

う大役を２年間も勤めさせて頂けましたのも、親クラブの本橋特別代表様、金子様はじめ、親クラブ

の皆様方の細やかなお心配りや、初代小林幹事様はじめクラブの皆様の心暖かいご協力、ご指導の賜

物と心から感謝申し上げております。本当に有難うございました。

　私は、今日まで無事に年を重ねることができましたことを「生かされている」と受け止めさせて頂

き、少しでも社会にご恩返しをさせて頂けるよう心掛けてまいりました。ロータリークラブが社会奉

仕、国際貢献に向けて行動することに、大変共鳴いたしております。私達のクラブは、女性を主とし

たクラブです。だからこそできることもたくさんあると思います。これからも一丸となって、他のク

ラブの模範となる魅力あるクラブをつくりあげていこうではありませんか。

初代会長挨拶

初代幹事　小林　健一　

　創立５周年を心からお祝い申し上げます。

　印象に残る想い出は、チャーターナイトです。クラブ活動の基本として「手作り」を標榜しており

ましたから、会報もバナーの製作も全員でわいわいやる中で作られていきました。当然チャーターナ

イトも企画から案内状製作なども「手作り」で、全員が知恵を出しながら進めました。当日は蜂谷さ

ん、溝渕さんと私が司会・進行を担当し、安藤さんのピアノ演奏で会を盛り上げました。「手作り」

の暖かさが通じたのか、おいで戴いたロータリアンには大好評だったようです。着飾った素敵な女性

会員と共に舞台に上がった感激が昨日の出来事のように想い出されます。

　初代幹事として何とか役目が果たせましたのも、本橋特別代表のご助言と坂口会長のお人柄、そし

て会員皆様のご協力に支えられたものでした。楽しい想い出がいっぱいです。

　最後にクラブのご発展をお祈りいたします。

初代幹事挨拶

　５周年という記念すべき年に、会長に任命され、責任の重さを痛感しております。

　初年度、２年度を坂口会長、３年度梅島会長、４年度山本会長、５年度丸山会長、そして親クラブ

の東京中央ＲＣの皆様のご尽力のお陰でここまで歩んでくる事ができました。

　この５年の間に、日本の伝統文化を大切にとの思いで『着物プロジェクト』を作り、お茶会の開催、

留学生に着付け、大阪国際大会へ着物で参加と着物文化を広めました。又、九州の「子供の家」の子

供達と東京の子供達の交流のため、九州での合宿生活、他クラブのチャリティーに参加、クラブ内の

親睦と、私達は多岐な領域で活動をしております。同じ目的で、世界平和を願っている仲間がいるか

ら頑張れるのです。小さな活動が皆一緒であれば、大きな力となって社会貢献できる、そんな思いで

今も頑張っております。皆様の協力なしでは奉仕活動は成りたちません。これまで同様、助け合いな

がら、やさしさのある居心地のよい、東京中央新ＲＣでありたいと願っています。皆で率先しよう
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特別代表　本橋　浩一

ご　祝　詞

東京中央ロータリークラブ

　　　　　　　　会長　大槻　哲也

　創立５周年おめでとうございます。平本和子会長はじめ会員の皆様に心からお祝い申し上げます。

　さて、創立時の2001年７月といえば、わが国では、バブル経済崩壊後の不況の中にあり、深刻な経

済状況に陥っていました。当然、企業経営の環境も厳しく、その中で、坂口美代子初代会長を柱に、

28名のチャーターメンバーが、新クラブを結成し、ＲＣ加盟の承認を受ける等、今日の基盤づくりに

尽力された苦労に対し、敬意を表します。このことは、会員の皆様の心に深く刻まれていることと思

います。また一方で、スポンサーの当クラブが、特別代表本橋浩一氏を先頭に貢献したことは、歴史

に記録されています。

　ところで、今、最も気がかりなのが、会員増強です。５周年を期に「会員一人が、一人の会員を！」

の実現に、相互協力が必要と考えています。

ご　祝　詞

直前会長　丸山　冨美江　

　東京中央ロータリーの方々、メークアップにおいでくださる方々、そして東京中央新ロータリーの

会員の皆様のご協力で、５周年を迎えることが出来ました。心から感謝申し上げます。

  私自身を振り返ってみますと、入会当初はロータリーのことは何も分からず、大の大人が手をつな

いで歌を歌うことにとても気恥ずかしい思いを感じたものでした。５年を経て、ロータリーの中で使

う言葉も、組織にも大分慣れて参りました。前期には会長の重責を与えられ、女性の多いクラブとし

て、次世代の子供に関わることを目的として活動したいと努力いたしましたが、試行錯誤の１年間で

した。その間、本橋特別代表からの強い励ましのお言葉に支えられ、どうにか大任を果たすことが出

来ました。

  健全なクラブ運営をしていくために、会員増強は大変必要と考えております。私どもも増強に努力

いたしますので、どうぞご指導・ご協力くださいますよう心からお願い申し上げます。

直前会長挨拶

　創立５周年、誠に慶賀に堪えません。

　皆さんのご努力によって５周年を迎えられたことは大変におめでたい限りでございます。

　光陰矢のごとしと申しますが、誠に早いもので「もう５年経ったのか」と感じてしまいます。とは

いえ、活力溢れるロータリークラブにするためには、数の論理ではございませんが、ある程度の会員

増強に力を入れなければなりませんし、避けて通ることは出来ないと思います。

　親クラブが創立15周年の時に子クラブを作ろう！　という決議がなされた当時、加来浩二さんが国

際ロータリークラブ第２７５０地区のガバナーでございました。加来さんはご存知の通り、東京中央

ロータリークラブの親クラブである、東京築地ロータリークラブのご出身であったということもあり、

15周年に新ロータリーを作ろうということで、電光石火のごとく各機関の承認を得て設立の運びにな

ったわけです。私は特別代表としてその任にあたり、東京中央新ロータリークラブの設立に全力を注

いだつもりでございます。そのような経過を経て新クラブが設立されたわけですから、その各位の期

待に沿うように是非皆さんで、力を合わせてより良いクラブにしていただきたいと思います。

　私共のロータリーに対するエネルギーが完全に燃焼するまで頑張りましょう。
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　2001　年度

　
　2001　年度

＊10月25、26日　国際ロータリー第2750地区　地区大会に初参加

＊7月16日　東京中央新ロータリークラブの創立総会

当日出席したメンバー

創　立　総　会

２００１年７月１日　～　２００２年６月30日
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＊2月28日　当クラブチャーターナイト

◆2001年度 (初年度)

～平成13年６月

設立準備委員会開催

平成13年７月16日

創立総会

平成13年10月25、26日

第2750地区　地区大会

平成13年12月１日

ロータリー研究会

平成13年12月17日

合同クリスマスパーティ

平成14年２月28日

チャーターナイト

平成14年５月22日

チャリティーゴルフ

2001年 ～ 2002年

会長　坂　口　美代子

幹事　小　林　健　一

＊12月１日ロータリー研究会

多くの方々のご協力を頂き、
たいへん素晴らしいチャーター
ナイトを行うことができまし
た。御出席いただいた御客様、
親クラブの皆様、本当にあり
がとうございました!!
そして、準備、当日ご尽力下
さった親クラブの皆様、当ク
ラブのみなさん、事務局の方々、
本当にお疲れさまでした。

活動内容活動内容

　12月１日、新高輪プリンスホテルにて「ロー
タリー研究会」が開催されました。
　「ロータリー研究会」は毎年この時期に
行われている全国全地区のガバナー及びガ
バナーエレクト、パストガバナーの合同研
究会で、今回、国際ロータリー会長のリチャー
ド・キング氏が出席されました。当会の招
集者であるＲＩ理事　板橋氏より是非2750

地区の最新の新クラ
ブ会長をキング氏に
紹介したいとの意向
があり、案内をいた
だきました。
　今回は坂口会長の
代理として丸山理事
が出席いたしました。
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＊８月23・24日　小田原一泊懇親会

＊９月６日　一周年記念　感謝の夕べ

＊10月28日　職業奉仕　会社見学　～坂口電熱株式会社佐倉R&Dセンター見学～　

＊11月11日　JGFRゴルフコンペ　

坂口会長挨拶

　「スパウザ小田原」にて当クラブの一泊懇親会

　「1周年記念　感謝の夕べ」が行わ
れました。「慈愛の種を播きましょう、
そして、ともに癒されましょう。」を
テーマに当クラブの会員一人一人が
感謝の気持ちを込めて「手作り」で
1年間お世話になった親クラブの方々
をおもてなし致しました。(サンミ高

松本店)

　社員による自衛消防隊の放水歓迎
を受けて、先端産業をリードする同
社のＲ＆Ｄをライブ見学しました。
また、「社業を通しての社会貢献」
についてのミニ卓話を頂きました。
ＶＩＰなおもてなしに感激！　坂口
電熱の皆様、本当にありがとうござ
いました。

　昭和62年から開催されて
いるＪＧＦＲ（日本ロータ
リー親睦ゴルフ全国大会）
の第16回ゴルフコンペが小
金井ＣＣで開かれ、当クラ
ブはホストクラブとして、
プレーヤーと運営協力で12
名が参加し、全体で約 160
名程の参加者で、大盛況に
終わりました。

　
　2002　年度

　
　2002　年度

２００２年７月１日　～　２００３年６月30日

１周年記念
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◆2002年度

平成14年８月23日

懇親旅行

平成14年８月23日

リサイクルバザー出店

平成14年９月６日

１周年記念　感謝の夕べ

平成14年10月28日

職業奉仕　会社見学

平成14年11月11日

JGFRゴルフコンペ

平成14年12月20日

合同クリスマスパーティ

平成15年１月29日

当クラブ　正月ゴルフコンペ

平成15年３月19日

千代田地区　ゴルフコンペ

平成15年６月30日

２周年記念パーティー

＊12月20日　合同クリスマスパーティ

＊５月12日　芳村真理さん

手話コンサート

花束贈呈

２周年記念ケーキ入刀

「手に手つないで」の合唱

梅
島
会
長
�
挨
拶

卓　話

活動内容

2002年 ～ 2003年

会　長　坂口　美代子

幹　事　小林　健　一

＊６月30日　２周年記念パーティー

２周年記念
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＊10月27日　職業奉仕　会社見学

＊12月８日　着物プロジェクト

＊７月26日　大磯花火を楽しむ会

　石川会員の好意で「日本アニメー
ション株式会社」を訪問し、アニ
メーションの制作現場を見学させ
ていただきました。

　
　2003　年度

　
　2003　年度

２００３年７月１日　～　２００４年６月30日

＊前東北大学学長　西澤　潤一先生を
　お迎えして(半導体開発・発明、研究者)

大磯花火を楽しむ会の会場となった
平本さんのゲストハウス

＊12月22日　合同クリスマスパーティ

「きものプロジェクト」
の一環として、自分で
着付けができるように会
員が集まって、着付けの練
習を行いました。
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◆2003年度

平成15年７月26日
大磯花火を楽しむ会

平成15年８月29日
懇親旅行

平成15年10月27日
職業奉仕　会社見学

平成15年12月８日
着物プロジェクト
例会初披露

平成15年12月22日
合同クリスマスパーティ

平成16年１月31日
お茶会「着物と遊ぶ」

平成16年３月28日
着物プロジェクト

平成16年４月５日
JGFRゴルフコンペ

平成16年４月７日
お花見　インフォーマルミーティング

平成16年５月22日
国際ロータリー　年次大会
(大阪)

平成16年６月20日
諏訪で遊ぶ　一泊旅行

活動内容

2003年 ～ 2004年

会長　梅　島　み　よ

幹事　世　木　　　茂

　青山の光林坊にて、新春「お茶会」が開かれ
ました。山本、平本、池田会員にお茶をたてて
いただきました。

＊４月５日　JGFRゴルフコンペ
　(東京中央新ロータリークラブ主催)

＊３月28日　着物プロジェクト
　坂口財団奨学生に着物を貸し出し、着付けをしました。

＊１月31日　お茶会「着物と遊ぶ」

＊６月20日　諏訪で遊ぶ　一泊旅行

＊５月22日

　国際ロータリー　年次大会(大阪）

　6月 20 日、21 日、親クラブの企画で
諏訪への一泊旅行に参加しました。合計
参加者は 27 名、当クラブからは 4 名、
諏訪ＲＣの方も5名が参加いたしました。

　日本の伝統文化
を広める為、着物
や小物を出展しま
した。

当クラブ小池会員より米山記念
奨学金へ収益金を寄付しました。
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＊10月31日　スペシャルオリンピックス　トーチラン参加

　毎年恒例の麻布十番祭
りでのリサイクルバザーが、
今年も池田会員の協力に
より実施されました。

　細川護煕元首相の奥様であ
る細川佳代子さんに、ＮＰＯ
法人スペシャルオリンピック
スの日本の理事長として卓話
をして頂き、その事がきっか
けでトーチランに参加しまし
た。

　知的障害のある方々と一緒に、皇居の
周りの一部を走るトーチランが開催され、
私達東京中央新ロータリークラブの会員
も参加しました。

　10月の職業奉仕月間にちなんで、ロータリー精
神にもとづいて会社経営をされている企業を訪問
しました。今回は、親クラブの小高愛二郎会員が
経営する、株式会社エイワのマシュマロ工場（長
野県安曇野）を見学させて頂きました。

　
　2004　年度

　
　2004　年度

＊10月18日　細川佳代子さん

＊８月13日

　リサイクルバザー出店

＊11月13日　職業奉仕　会社見学

卓　話

２００４年７月１日　～　２００５年６月30日

＊12月24日　合同クリスマスパーティ
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◆2004年度

平成16年８月13日

リサイクルバザー出店

平成16年８月27日

懇親旅行

平成16年10月31日

スペシャルオリンピックス

トーチラン参加

平成16年11月13日

職業奉仕　会社見学

平成16年12月24日

合同クリスマスパーティ

平成17年４月23日

春のチャリティーオークション

花茶会

＊８月27日　懇親旅行

＊４月23日　春のチャリティーオークション　花茶会

活動内容

青山光林坊にてオークション
を行いました。
収益金は新潟震災へ寄付いた
しました。

2004年 ～ 2005年

会長　山　本　重　三

幹事　蜂　谷　眞　弓

＊４月４日　三枝成彰さん

＊６月27日　2004年度最終例会

卓　話

バ　ナ　ー
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　今年の職業奉仕委員会主催の行事として
キリンビール麦酒工場の見学を行いました。

　
　2005　年度

　
　2005　年度

＊８月９日　大隈少年自然の家　サマーキャンプ

＊９月27日　職業奉仕　会社見学 ＊11月６日　JGFRゴルフコンペ

２００５年７月～２００６年６月30日

　(東京中央新ロータリークラブ主催)

　当クラブとして初めての試みでありました、東京
の子供達を自然の中で精一杯遊ばせましょうという
趣旨のもとに計画したサマーキャンプです。
　夏休みを一人で過ごさなければならない子供達を
対象に学童6名（男児３名、女児3名全員小学校3・
4年生）を集めました。

永田、小堀、両会員の協力で、５年間続いた週報

◆◇◆　例会報告　◆◇◆

  第
40回例会＜7月1日（月）＞

◆点鐘・会長挨拶
梅島みよ会長エレクト  

(会長はバルセロナの国際大会の為、欠席です。)  本
日は新しい

年度の始まりです。たくさんの方々が見えておりますので、楽

しく歓談しましょう。

 

◆ＭＵＳＩＣ ＢＯＸ ソングリーダー蜂谷  

毎回ロータリーソングの誕生年に因み、その年の今月にあった出来事

をご紹介しております。

「奉仕の理想」♪ (1935年（昭和10年）作）

7月は当クラブの誕生月。

それに因んでお誕生モノをご紹介いたします。

・7月06日 ダライ・ラマ14世となる子がチベットのアムド

ククシェ村に誕生。

・7月23日 女優で歌手となる朝岡雪路が日本画家伊東深水

の娘として誕生。

・7月31日 「太陽の季節」の女優、中原早苗が誕生。

◆本日の出席者　31名 （お客様11名・当クラブ20名）

◆東京中央ＲＣ　中島会長より一言

　東京中央ＲＣは実績を残しました。その宴の後で、今は足元

を固める時期です。基本に戻ってクラブ運営に携わっていきま

す。そして今期の目標に「新クラブに協力していく」という項目

があります。東京中央新ＲＣがさらに発展することを祈念して

おります。

◆東京中央ＲＣ　椎津直前会長より一言

　昨年１年、皆様にお世話になりまして、無事に過ごすことが

できました。６月２７日の最終例会で、坂口会長より船の上か

ら祝辞をいただきました。ありがとうございました。今年は子

クラブを充実させようというテーマがありますので、親しく、

１年間、お付き合いの程、よろしくお願いいたします。

◆幹事報告

小林健一幹事   

● 本日は7月新年度入ってスタートの日です。坂口会長よりファ

ックスが届きましたので、紹介させていただきます。　   「皆様、

7月1日新年度1回を迎えることができまして、誠におめでと

うございます。当クラブが益々発展していくことを心よりお

祈りいたします」

● 新年度の役員、委員長から活動方針が提出されました。今度、

皆様にご報告いたします。

● 職業分類の変更です。宮城央江さんが「輸入雑貨卸」と変更に

なりました。

● １周年記念催事についての経過報告です。日時は9月6日（金

曜）、レ
ストラン高松にて行われます。200人～300人の規模

を考えております。実行委員が組織されて実際に動いており

ます。
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2002/7/1～7/8

 VOL.2　No.1　通巻16号

例会日 毎週月曜日（12：
30～

） 

会 場 帝国ホテル

会 長 坂口美代子

幹 事 小林  健
一

事務局 〒104-0
061 中

央区銀座8-11-
12 正

金ビル2F

    tel：
03-55

37-02
70 

   fa
x：03-55

37-02
71

「Sow　the　Seeds　of　Love」「慈愛の種を播きましょう」

～夏のめぐみ～

夏野菜のスープ

海の幸のクリーム煮　パイケース入り

季節のサラダ

Coffee　or　Tea

「 笑いと健康 」 
  

　落語家 初音家左橋 氏 

 本 名 : 鈴
木宏和

 血液型 : Ａ
Ｂ型

 神奈川県川崎市生まれ

昭和54年
６月 故 金原亭馬生（きんげんていばしょう）に入門、

金原亭小駒（ここま）となる

昭和57年
10月

 馬生没後 金原亭伯楽門下へ

昭和58年
３月 二つ目昇進

平成7年３月 小駒改め初音家左橋で真打昇進

  賞 日刊スポーツ社主催

 
 「にっかん飛切落語会」奨励賞（年間最優秀賞）

 
  平成５年度、６年度２年連続受賞

 趣味 演劇鑑賞、義太夫、南京玉簾（なんきんたますだれ）

     落語協会特選会のお知らせ

　 「左橋の初音を聞く会」

　　日 時 ： ７
月26日（

金） ６：0
0開場 ６：3

0開演

  場 所 ： 池
袋演芸場（前売券発売中）

  問合せ ： 池
袋演芸場（03－

3971－
4545）

　　　　　週報委員　永田より一言 

　自己紹介から始まって「笑いは健康にいいですよ！笑うとナチュ

ラルキラー細胞が病原菌をやっつけるそうです。しばしこれからバ

カになってください。ニコニコ微笑むだけでも健康にいいと言われ

ますから。」とおっしゃって、約15分の楽しいお話が始まりました。

初音家さんのお話の中、私達はずっと笑っていました。きっと15分

間の分は「健康」になったこと間違いなし・・です。せっかくですので、

内容を記載したいところですが、落語家の大先生のお話の内容は恐

れ多くて（実は難しくて）文章になりません、、、今
回は、初音家左橋氏

のプロフィールと活動状況について、記載させていただきます。

　出席できなかった方にはとても申し訳無く思っております。しか

し、こんな楽しい「卓話」もありますので、例会には是非是非出席して

ください。

※「ナチュラルキラー細胞」とは…　

細菌やウィルスと戦う免疫機能を担うリンパ球の一つ。紫外線など、肌にダ

メージが加わると、ナチュラルキラー細胞の活性率が下がり、肌の免疫力も

低下。これによって、シミなどの肌の老化現象が現れる。肌を若返らせるには、

「ナチュラルキラー細胞」を活性化することが大切！なんと、笑うだけでナチ

ュラルキラー細胞は活性化される。ナント作り笑いも有効！！

￨ ￨ ￨
￨
￨
￨
￨
￨
￨

￨￨￨￨￨￨

￨
￨
￨
￨￨

￨
￨

￨ ￨
￨ ￨ ￨ ￨

￨
￨
￨
￨
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例会日 毎週月曜日（12：30～） 
会 場 帝国ホテル
会 長 梅島 みよ
幹 事 世木  茂
事務局 〒104-0061 中央区銀座8-11-12 正金ビル2F
    tel：03-5537-0270    fax：03-5537-0271

「Lend　a　Hand」「手を貸そう」

 VOL.3　No.1　通巻36号

第86回例会　平成15年7月27日（月）

第87回例会　平成15年7月14日（月）

第86回例会＜7月7日（月）＞

◆◇◆　例会報告　◆◇◆
◆開会の挨拶・点鐘

梅島みよ会長 

◆ＭＵＳＩＣ ＢＯＸ 
篠塚香苗ソングリーダー 

♪「君が代」「奉仕の理想」♪

＊蜂谷ソングリーダーの会社手帳より本日の格言・・

せっかくの努力を、実りあるものにするかどうかは、その

人の品性・人格が鍵を握っています。

◆本日の出席者　31名 （お客様5名・当クラブ26名）

◆幹事報告
世木　茂幹事 

■今期の会長方針をお配りしましたので、ご覧下さい。

■2003－4年度の予算の原案を承認して頂きました。

個々の活動を活発化していきたいと考えています。又、

ご報告いたします。

■100周年のシカゴ大会に当クラブも手を挙げました。

現在進めている当クラブのプロジェクトとしてのアイ

デアです。予算等困難な事もありますが、とりあえず進

めておりますので、ご報告します。今後、具体的な内容を

決めてまいります。「着物と遊ぶ会」の会長は坂口さんに

依頼することに決定いたしました。４つの委員会にうま

く連携して頂いて進めていきましょう。

「夏の星座の物語」

青山人事コンサルティング社長

佐藤　純　様（東京中央ＲＣ）

　「はくちょう座」の「デネブ」、「こと座」の「べガ」、「わし座」

の「アルタイル」をつないで出来る三角形を「夏の大３角」と

呼んでいます。日本、中国では「べガ」は「織姫星」、「アルタイ

ル」は「彦星」と呼ばれ共に七夕伝説の主役です。これから、ギ

リシャ神話にある「こと座」の伝説についてお話します。

　芸術の女神の子供と言われるオルフェスは神様アポロン

にもらった琴で見事に音楽を奏でておりました。オルフェス

は妻と仲良く暮らしていましたが、ある日ギリシャの森を歩

いている時に妻が蠍に刺されて死んでしまいます。オリフェ

スは泣き悲しみ、妻を生き返らそうと冥界に妻を迎えに行き

ます。冥界に入ったオルフェスは数々の難関を潜り抜け、最

後に冥界の王プルトーンに会い妻を返して欲しいと訴えま

す。断られると、オルフェスは持っていた琴を奏でこれに心

を動かされたプルトーンはオルフェスの妻を現世に戻すこ

とを許します。しかし地上に戻るまでは絶対に妻の顔を見て

はならないと言われたにも関わらず、冥界の出口で太陽の光

が差し込んだ時、オルフェスは振り返って妻の顔を見てしま

いました。その為にまた妻は冥界へ戻り、二人は再び会えな

くなってしまいます。それから年に１回、晴れた夜、オリフェ

スの奏でる琴の音を妻が聴くと、現世と冥界が一つになり二

人は夜空を飛び回りながら会えるのだと言います。しかし雨

が降る日は琴の音が妻に届かないので会えないのだそうで

す。

　７月７日の夜が晴れると二人が会えるというギリシャ神

話の伝説がシルクロードに伝わり、中国では七夕の話になっ

たと個人的に思っています。この「こと座」を中心とした伝説

をバッハが組曲にしました。そのＣＤがあるので聴いていた

だきます。

１曲目　妻に語りかける曲

（オリフェスが迎えに行った時の曲）

２曲目　会えなくて淋しい気持ちを表現した曲

３曲目　白鳥に乗って夜空を飛びまわる二人

　さて、本日は七夕ですが残念ながら雨が降っています。

皆様もたまには星を観に行くといいと思います。今、５年ぶ

りに地球に火星が近づいていますので、私の所属するトラッ

キング同好会では９月に八ヶ岳の山麓へ行こうという話が

出ております。よろしければ是非皆様も一緒にいかがですか。

まだまだいろいろな星座の話がありますので、また卓話に呼

んでください。

（佐藤様がご用意下さった天体の写真と星図をもとに星座の

ご説明をして頂きました。また、バッハの組曲はとても優雅

で美しく、目を閉じて聴くとまさに情景が浮かび、オリフェ

勝屋　俊夫（東京中央ＲＣ）  斉藤由紀子

平本　和子 福島　ゑつ 山本　重三

小 堀 　彰 福西　七重 長 坂　 玲

若鶏とハムのスープ　グレオール風

帆立貝と夏の野菜のピラフ

季節のサラダ

Coffee　or　Tea

例会日 毎週月曜日（12：30～） 

会 場 帝国ホテル
会 長 山本 重三
幹 事 蜂谷 真弓
事務局 〒104-0061 中央区銀座8-11-12 正金ビル2F

    tel：03-5537-0270    fax：03-5537-0271

「Celebrate　Rotary」「ロータリーを祝おう　―100年の歩み―」
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 VOL.4　No.1　通巻56号

第129回例会　平成16年07月12日（月）

第130回例会　平成16年07月26日（月）

第129回例会＜7月12日（月）＞

◆お昼の健康タイム　12：15～　

お休みでした。　　

◆◇◆　例会報告　◆◇◆

◆開会の挨拶・点鐘

山本重三会長 

◆ＭＵＳＩＣ ＢＯＸ 

安藤香苗ソングリーダー 

♪「それでこそロータリー」♪

＊蜂谷幹事の会社手帳より本日の格言・・

子どもの気持ちに共感し、理解しようと努める親の姿が、子ども

の心を開いていきます。◆お客様ご紹介

鰐淵美恵子ＳＡＡ 

出席者26名 （国内7/ゲスト1/当クラブ18）

◆鈴江　京子環境保全委員長より（昨年度の広報委員長）

　昨年度、広報委員長を務めさせて頂きました。広報とし

て昨年度の活動内容のまとめを作り、皆様に差し上げたい

と思って作りました。本日配布致しましたが、家族的な当

クラブの雰囲気が伝わればと思っています。本来は皆さん

に確認をすべきですが申し訳ありません。７月になってか

らの配布で遅れてしまいましたが、是非お読みいただき、

楽しんでいただけますと幸いです。

冷製グリーンピースのスープ　オレンジ風味

鶏と手長海老のフリカッセ　　　　　　

　　　　　　サフランライスを添えて
季節のサラダCoffee　or　Tea

深川　明（有田ＲＣ）
坂口美代子 平本　和子

　「女性禁制にサヨナラを

 

～個人が輝いて生きる時代～」　タウンクリエーター

主宰　松村　みち子　様

　1987年、土木技術者というキャリアを捨てて、岐阜大学

の大学院に入り、土木の研究者として再スタートをしまし

た。平成元年に「タウンクリエーター」というオフィスを設立

し市民参加のまちづくりのコーディネートを仕事としてお

ります。
　1983年、土木学会の呼びかけで全国の約20名の女性土

木技術者が集まって「土木技術者女性の会」を結成しました。

その会で聞いた話ですが、学校の授業で、ある女性がトンネ

ルの現場を見学したところ、トンネルに入っていけないと言

われて皆が戻るのを外で待っていたそうです。何故女性が駄

目なのかを調べたところ、トンネルの山の神は女性なので、

その為に工事中のトンネル内に女性が入ると事故が起こる

という迷信があったそうです。昔の現場は山の中にあり、当

時の工事の仕方は今とは違って木で枠を作りながら掘り進

んで行ったので、事故が多かったのです。また山の中の現場

では交通手段が無く、長い間禁欲生活になるという理由か

ら、女性が入ると何らかの事故の引き金になってはいけない

と思われていたそうです。

　広辞苑に「女人禁制」という言葉があります。「僧の修行の

邪魔になるので、山に女性が入ることを禁じる」と書かれて

います。特に明治初年までは高野山、比叡山への立ち入りが

禁じられていました。女性が入れない現場には、一時的に入

れない、一定の領域に入らせないと言う２パターンありま

す。京都祇園祭りの山鉾巡業、広島県福山市のお弓祭は女性

を参加させません。以前、一人の女性が舞台に上がった際、お

祭りをやっている人に引きずり降ろされました。舞台の上は

神聖な場所なので女性は上ってはいけないと言う理由です。

しかし彼女は新聞記者でしたのでこれは女性差別であると、

後日朝日新聞に報道されて話題になりました。しかし日本に

は慣習があります。女性が駄目だと言っても、それだけで差

別にならないのではという気持ちもあります。逆に男性が入

れない場所もありますから。

　有名なウィーンフィル楽団は1842年に創立されました

が、その時の楽団員は男性のみでした。なぜなら、楽団員は絶

え間なく演奏をしなければならないのですが、女性が出産す

ると２年間も休める仕組みがあり、そんなに休めば演奏レベ

ルが低下するという理由からです。しかしその後、アメリカ

の音楽団体からの圧力や反対運動があり1997年初めて女

性が正式にハーブ奏者として団員に迎えられました。日本の

読売日本交響楽団もハーブ奏者だけが女性でした。ダイナミ

ックで男性的な音を求めている為に女性が入れなかったと

いう理由です。しかし、1985年に国会で男女雇用均等法が

成立し、その後、この楽団に女性が入ってきました。

今回、このような女性禁制の現場をまとめて本に出しまし

深
川

　
明

（
有

田
Ｒ

Ｃ
）丸

山
冨

美
江

 

牧
野

　
英

子
 東

　
孝

 江
 

 坂
口

美
代

子
 

例会日 毎週月曜日（12：30～） 

会 場 帝国ホテル

会 長 
丸山冨美江

幹 事 
鰐渕美恵子

事務局 〒104-0061 中央区銀座8-11-12 正金ビル2F

    tel：03-5537-0270    fax：03-5537-0271

「SERVICE ABOVE SELF」「超我の奉仕」
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第
171回

例
会

＜7月4日（月）＞

◆◇◆
　

例
会

報
告

　◆◇◆

◆開会の挨拶・点鐘

丸山冨美江会長 

◆ＭＵＳＩＣ ＢＯＸ
 

蜂谷真弓ソングリーダー 

♪
   「君

が
代

」　「
奉

仕
の

理
想

」 ♪

＊ソングリーダーの会社手帳より本日の格言・・

日本は豊かな緑と良質な水に恵まれ、生水を安心して飲め

る世界でも数少ない、非常に恵まれた国の一つです。

◆お客様ご紹介

　福西七重親睦委員長 

出席者30名 （国内5/ゲスト1/当クラブ24）

◆幹事報告 

鰐渕美恵子幹事 

■当クラブの収支報告ですが、残念ながら赤字です。退会

届が２名ありました。次の理事会で決定し、お話を致し

ます。■当クラブの５周年記念は、プロジェクトチームを作って

進めていくという話があります。その際は宜しくお願い

致します。
◆藤田和子副会長より 

かねがねご案内している「国立大隅少年自然の家」の件、参

加者が男の子３名、女の子３名です。クラブからは丸山さ

ん、平本さん、白水さんの息子さんにお手伝いいただきま

す。また、費用が不足しておりますので、是非、寄付をお願

い致します。

夏野菜のスープ

若鶏の和風フライ　クレオールライス添え

季節のサラダ

Coffee　or　Tea

 VOL.5　No.1　通巻76号

第171回例会　平成17年07月04日（月）

第172回例会　平成17年07月11日（月）
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ロータリーとは ．．．　
(参考：ロータリーの友　2005/7月号）

ロータリーの誕生とその成長

　20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の

発展の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになっ

ていました。ちょうどそのころ、ここに事務所を構

えていた青年弁護士ポール・ハリスはこの風潮に堪

えかね、友人3人と語らって、お互いに信頼のでき

る公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親

友関係にまで発展するような仲間を増やしたい、と

いう趣旨でロータリークラブという会合を考えま

した。ロータリーとは集会を各自の事務所持ち回り

で順番に開くことから名づけられたものです。

こして1905年2月23日にシカゴロータリークラ

ブが誕生しました。

　それからは志を同じくするクラブが次々に各地

に生まれ、国境を越えて、今では世界168カ国

（2005年６月現在）の地域に広がり、クラブ数32，

066、会員数　1，208，362人（2005年3月３１

日ＲＩ公式発表）に達しています。

　このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職

業倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりなの

です。その組織が地球の隅々にまで拡大するにつれ

て、ロータリーは世界に眼を開いて、幅広い奉仕活

本日から新年度が始まりましたので、卓話はお休み

でした。その為、お客様から一言いただきました。

有難うございました。
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　直前国際奉仕委員長の鈴江会員が中心
となり、東京中央新ロータリークラブの
奉仕活動として、サモアの学校に百科辞典、
教科書、その他、本等を贈呈致しました。

◆2005年度

平成17年８月９日～

大隈少年自然の家

サマーキャンプ

平成17年９月27日

職業奉仕　会社見学

平成17年11月６日

JGFRゴルフコンペ

平成17年12月22日

合同クリスマスパーティ

平成18年３月３日～４日

懇親旅行　初島

平成18年３月23日

2750地区　ゴルフ大会

平成18年５月23日

チャリティーゴルフ大会

平成18年５月24日

サモア奉仕活動

＊12月22日　合同クリスマスパーティ

＊３月23日　2750地区　ゴルフ大会
　(東京中央新ロータリークラブ主催)

＊５月23日　チャリティーゴルフ大会

＊例会・理事会風景

＊2005年のサモア奉仕活動

＊使用済みの切手を収集して
　聖明園様にお送りしました

＊３月３日　懇親旅行　初島

活動内容

例会のソングリーダー

2005年 ～ 2006年

会長　丸　山　冨美江

幹事　鰐　淵　美恵子
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永峰　好美

栗原　喜和子

溝渕　優

清水　マリ

川本　久美恵

斎藤　友紀子

岡田　敏江

宮下　文夫

時枝　紀子

藤吉　秀樹

辻　喜代子

世木　茂

山本　重三

小池　富美子

藤田　桂子

蜂谷　眞弓

平本　和子

福西　七重
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池田　由紀子

東　孝江

長坂　玲

白水　真子

光造　純

坂口　美代子

丸山　冨美江

梅島　みよ

小堀　彰

甘糟　裕子

武井　茉紗子

石川　和子

藤田　和子

永田　由利恵

井手　和世

石井　本子

事務局

安藤　香織

鈴江　京子

伊多波　直子



委　員　長　平　本　和　子

　　　　　丸　山　冨美江
　　　　

統　　括　世　木　　　茂

記念式典　委員長　

　　　　　石　川　和　子

記念式典　委員　

　　　　　甘　糟　裕　子

　　　　　井　出　和　世

　　　　　川　本　久美恵

　　　　　永　峰　好　美

　　　　　辻　　　喜代子
　

冊　　子　委員長

　　　　　鈴　江　京　子

冊　　子　委員　

　　　　　小　堀　　　彰

　　　　　永　田　由利恵
　

事　務　局　伊多波　直　子

創立５周年　記念活動委員会


