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幹事報告（時枝紀子副幹事）
・�本日は、週報、特別例会ご案内（10月16日（月））、ガバナー公式
訪問お知らせ（9月14日（木））、卓話予定表を配布しました。

・�東京中央RCでは、今期初の夜間例会が8月31日（木）に開かれる
そうです。ご都合のよろしい方は是非ご出席下さい。
わんぱく相撲全国大会報告（東京青年会議所中央区委員会）

・�子供たちの健全育成を目的として、相撲
を通じて礼節を重んじる和の心を学ぶ大
会として、41回目となる中央区大会が5
月21日（日）に開催され、900名もの参
加者があり、小学校4年生から6年生まで
各学年の優勝者が決まり大盛況でした。
� （委員長　野口茂一様）
・�1977年から子供たちの心身鍛錬と健康増
進のために青年会議所がコミュニティの再構築をめざす活動とし
て始めた相撲大会も今年で41回目となり、7月には全国大会が予
定されています。� （副委員長　前田雄史様）

・�中央区わんぱく相撲大会は、東京青年会議所が主催して1977年開
始され、その後2002年から「中央区相撲子供会」が発足して主催
は引継がれました。
　�中央区大会では東洋大学相撲部の協力を得て、立ち合いや禁じ手
などルールの説明をするなど盛り上げていただきました。
　�ご寄付をいただいた団体の名称は、土俵の廻りの幟に団体名を表
示して、大会の盛り上げに一役買っていただいています。
� （中央区大会実行委員長　中島健介様）

ケニア水プロジェクト報告（石原忠始会員）
先日トルコへ出張した際、ケニア水プロジェクト用の水探査機の
メーカーを訪問しました。製品は確認できましたが、現在ケニアが
大統領選挙直後で政情不安になっているため、機械は一度日本へ送っ
てもらい、ケニアの安定化を待って日本からケニアに再送すること
とし、予定価格を10％値引きしてもらえることになったので、9月27
日の委員会で正式決定して発注する予定です。ロータリー財団の地
区協賛補助金も今週には入金予定です。

フィリピン医療奉仕へのお誘い（東京中央RC　太田嘉正会員）
当クラブで18年間続けているフィリピンの子供たちに虫歯治療を
届ける医療ボランティアへの参加をお誘いします。開始以来すでに1
万9000人の子どもたちに虫歯治療を提供しました。今年の予定は11
月23日（木）から11月26日（日）まで4日間の予定です。その際子
供たちに歯ブラシを届けていますので、使い古しでもよいので洗っ
た歯ブラシの寄付をお願い致します。

・私は、40年間きもの畑を編集者として歩き独立し
ました。染織・絹文化研究の道に入り、執筆・講
演活動に勤しむかたわら、海外でも日本文化普及
活動を続けています。京都造形芸術大学非常勤講
師、日本シルク学会会員を務めています。

・洋服の生地を見て完成された洋服を想像できる人
はいません。デザイン次第でどんなものにでも変化できるからです。
ところが、着物の生地は反物として巻いてあるものですが、色・地紋・
素材で予定される着物が決ってきます。きもの生地自体に工芸的価
値が高く、将来のきものの用途が約束されているといえます。

・きものを着て出かけた主婦が帰宅すると、まずきものを脱いでさぼ
す（古語で「風にさらして干す」意味）ことになります。その後夕
飯の支度をして、食事が終わって片付けた後に、さぼした着物を見
ながらお茶を飲むことができます。きものはそれだけの観賞に耐え
る芸術性があるといえます。洋服は家に帰ってハンガーにかけて、
もう1回クリーニングに出すかなと考えることはできても、お茶を
飲むことはできません。マリリンモンローが着ていた洋服でも、体
から離れてしまえば観賞の対象にはなりません。

・イヴ・サンローランが35年前に、オートクチュールを発表したとき、
女性たちに「私のデザインを着る方はそのデザインを着られる体型
になってほしい」と述べたのは有名な話ですが、洋服の20世紀最高
のデザイナーのイヴのこの言葉は、洋服というものが生地をデザイ
ナーが切って縫って形にして、肉体のボディに着てもらって初めて
見られるようになることを示しています。
　これに対し、きものはボディの体型に関係しません。どんな体型で
も包んでくれ、芸術的工芸的価値のある生地を体に巻き付けてヒモ
で結ぶだけなのがきものです。どなたでも素敵に包んでくれます。

・きものは世代を越えて伝えていける衣服です。私も祖父の80年前の
大島を女物に仕立て直して今でも着て楽しんでいます。細かい柄が
あちこちに織り込まれており、「やっぱり昔のはいいのよ」といわれ
ます。

・「十三参り」という行事があります。数え年13歳のお嬢ちゃまが、
多福・開運を祈ってお寺にお参りするもので、京都・大阪では着物
を着て参るのが習わしとなっています。この行事を東京に移植した
いと私が考えるようになったきっかけは、あるとき東京で成人式の
きものを選んでいるお嬢ちゃま・お母様・おばあちゃまが揉めてい
るのを目の当たりにしたからです。おばあちゃまとお母様はかわい
らしい素直な柄を薦めているのに、ご本人は絞りの大きな派手な鈴
文柄を選んでおり、最後にお嬢ちゃまが「着たくないわ。もう洋服
で行く。」と言い張って終わってしまいました。七五三では親の決め
たものを着ているのに、20歳になったら親の言うことを聞かなくな
るのは、7歳から20歳までの間にきものに触れる機会がないからな
ので「十三参り」を広めれば丁度良い機会になる筈だと考えたから
です。

・京都の法輪寺には、知恵と福徳を司る「虚空蔵菩薩」（こくうぞうぼ
さつ）が祀ってあるので東京ではどこにあるか捜したところ、浅草
寺にあることが分ったので、雑誌の特集をしたり講演などで広めて
参りました。当初はほとんど反応がありませんでしたが、少しずつ
増えて、今は毎年50組から55組位がお参りしてくれるようになって
きました。海外の方を含めて1日5万人以上はお参りに来る浅草寺で
も「十三参り」のお嬢ちゃまの姿を見た海外の方は「おー」とか言っ
て必ず写真を撮り、さらに自分達も一緒に撮るので、日本人も気づ
いて「何の日だったかしら」と十三参りが広まるきっかけになって
くれています。� （要約文責　宮下）

イヴ・サンローランの言葉から見える 
洋服ときものの神髄

染織・絹文化研究家　富澤  輝実子 様

中央区青年会議所から
3 名例会ご参加

にこにこ合計 8,000 円／今期累計 168,000 円

秋葉良子会長	 富沢さま、本日の卓話ありがとうございます。お話しを
楽しみにしております。どうぞ宜しくお願い致します。

かづきれいこ会員	 少し涼しくなりましたが、お風邪いかがですか？　季節
の変目皆様健康第一ですね！

小池富美子会員	 初めてギックリ腰になり試練を受けておりました。先週
は岡田様にお世話になりありがとうございました。

福元智子会員	 先週ニコニコできませんでしたので。ケイちゃん、カズちゃん、マコ
ちゃん、ふみよちゃん、トミー。2日間とても楽しい時間を過ごさせて
いただきました。また、お見送りにいらして下さった時枝さん、お菓
子を寄付して下さった田中さん、ありがとうございました。

出席率 72.34％ （出席者25名＋メーキャップ9名／正会員50名-休会3名）

例会報告  第673回  2017年8月28日（月）

ガバナー公式訪問 
ガバナー　猿渡　昌盛�様

本日の例会  第675回  2017年9月14日（木）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
編 集 担 当

入会式（高橋肇新会員、金子律子新会員）
高橋会員は20才で北海道から上京し銀座で3店を経営す
る若手経営者に成長したという富田幹事のご親友、金子会
員は8年前から知的障害者の和太鼓チームに参加して世界
各地へボランティア活動をしている元気印だそうです。

理事会だより
本日の議題
・�（決議事項）幹事報告分の外、ホームページの新入会員募集欄の原稿決定、育
成園卒園生に対する家具寄贈プロジェクトの処理、ロータリーの友写真関連
費用処理、新会員オリエンテーション内容の変更について決議がありました。

・�（報告事項）10月16日（月）特別例会準備状況、7月8月会計報告、ロータリー
マリッジ問題などについて報告がありました。
会長報告（秋葉良子会長）
本日の卓話の黒川様は、私が成田RCで拝聴した際素晴しいお話だったので是非
当クラブでもとお願いして実現しました。人工知能の知見に基づく男女の大脳生理
学上の違いをとても面白くお話しいただくものですが、皆様本日は是非お楽しみに。

幹事報告（時枝紀子副幹事）
・�本日お配りしたロータリーの友9月号76頁には待望の当クラブの紹介記事と写真
が多数載りました。是非熟読下さい。

・�来週9月11日（月）は、9月14日（木）ガバナー訪問合同例会の代休でお休みです。
・�理事会では、ファイヤーサイドミーティングの日程が10月11日（水）に、来年
の親睦旅行の日程が4月8日（日）、9日（月）と決まりました。
9月のハッピーバースデイ
石井本子会員（19日生れ）、吉田靖史会員（22日生れ）。
成田ゆめ牧場で白牛誕生報告

・�秋葉会長の牧場で、8月28日（月）ホルスタインの子牛が全
身真白で生まれました。

・�名前はこれから募集するそうです。インドで神様のお使いと
言われている真白子牛を拝観に伺いましょう。
青少年交換留学生報告会（田中結加会員）

・�9月3日（日）オリンピック青少年総合センターで地区主催の留学生「帰国報告会・
来日生歓迎式・派遣候補生合格証授与式」が開かれ、活発な報告がありました。

・�報告を聞いて、海外と日本の文化の違い、日本のよさなどについて認識を新たにし
ました。子供の頃から国際感覚を身に付け、友情を深めることで国際的に活躍する
下地ができるのではないかと思い、私の子供達も将来交換留学生になれるよう頑張っ
てほしいと思いました。
カンボジア報告（野呂洋子会員）

・�今年10月23日から「小さな美術スクール」の笠原先生がカンボジアから子供達6人
を連れて子供達の絵の展覧会のために来日されます。その理解を深めるために本日
はYouTubeの画像を紹介しますのでよろしくお願いいたします。

・�笠原先生は2007年に都立高校の美術教師を退職して、カンボジアに土地を購入して
「小さな美術スクール」を設立し、貧しい子供達に絵を教え始めました。子供達も段々
絵が上達し、今はカンボジアや日本で子供達の絵を販売し、子供達に代金の半分を
渡して家族の生活を支えるまでになりました。
育成園お祭り報告（福元智子奉仕プロジェクト委員長）

・�先日育成園で支援者に対するお礼のための子供達主催のお祭りが開かれ当クラブか
ら会長、幹事、清宮会員、白水会員と共に招待されて参加いたしました。

・�お祭りは来賓100名を超える盛大なもので屋台が出たり、秋葉会長の牧場からアイ
スクリームの差入れがあったりでとても楽しい1日でした。来年は是非皆さんも参
加して下さい。
「酉とともに会」ご案内（東京中央RC　小川健三会員）

・�この会は酉年生れ前後の皆さんの集まりで、平成9年に第1回が開かれてから、今月
9月29日予定の会が第100回になります。

・�帝国ホテル2階牡丹の間でフリードリンク制、お土産付で参加費12,000円で開催さ
れます。貴クラブの曽根会員、石井会員にもよく参加いただいていますので、お時
間の許す会員は是非お集まり下さい。

・私はいろいろなRCで卓話を頼まれますが、当クラブ
は華やかで女性会員に美女が多く本当にビックリし
ました。

・私は1983年に大学を卒業し、物理学の素粒子研究を
専門にしていましたが、宇宙の謎を解いても食べて
いけないことが分って人工知能研究に転進しました。
私が研究を始めたころは人工知能という言葉すら世間にはほとんど知
られてなくて、坦々と研究を続ける毎日でしたが、最近60才近くになっ
てやっと陽の目を見ることになりました。

・初めて私のチームに与えられたミッション（任務）は、人と人の間に
棲み、人の動線や思いを察して動くメカ（ロボット）のために人との
対話システムの設計でした。この課題に踏み込んでいるうちに私は男
性と女性の対話スタイルの違いに気づくようになり、今では男性脳と
女性脳には決定的な違いがあると確信するに至りました。

・�大脳生理学的には、色の見え方について男性は三原色で見ていますが、
女性は四原色で見ています。女性は紫からピンクまでを男性の数十倍
の精度で見分けていますが、男性にとってはほぼ同じ色で片付けてし
まいます。

　私が見本を持たせて微妙な色合いの口紅の購入を夫に頼んだことがあ
るのですが、見本があるのに男性は微妙に違う色が分らず別の品番を
買ってくるのです。

・会話の仕方でも真逆です。女性は出来事を発端から経緯を事細かく
喋っていくプロセス指向共感型思考ですが、男性はゴール指向問題解
決型思考で、結論や目的から先に述べて効率的に話を進めようとしま
す。これは、女性が哺乳類のメスとして自己保全が第1の条件となり、
赤ちゃんを胎内で成長させ産み出した後も授乳期間を必要とするか
ら、「怖い」、「ひどい」、「つらい」など自らの安全を脅かす事態に伴
う感情が起こった時には脳が強く反応し、自分や自分の子どもを守る
ために無意識のうちに何度も思い返して知恵やセンスを創出している
からだと考えられます。

　これに対し、男性はおそらく狩りを担当してきた性だから、日頃から
全体を俯瞰してものの位置関係と距離感を正確に把握し公平に分析す
る習慣が身についていると考えられます。

・このように脳の機能上の性差に気付いたのは脳生理学者より人工知能
開発者のほうが早かったかもしれません。解剖学的には、1982年に脳
の形状に男女差があるという論文が発表されています。人工知能開発
者たちが、ヒトの脳をシステム化しようとして、男女のシステムが違
うことに問題意識を持ったのは、1980年代半ばでした。対話システム
に限らず、画像認識システムでも男女の視点の運び方の違いは無視で
きません。男性は遠くと近くを交互に見て距離感をつかみ、物の輪郭
をいち早くつかみ、その構造を理解します。

・女性は比較的近くにあるものの表面をなめるように見て、針の先程の
変化も見逃しません。女性脳のデータベースでは、一定量の体験記憶
と情動がまとめて記憶されているので、類似記憶を瞬時に引き出せる
のです。このため、女性はエナメル靴の先の尖った部分がエスカレー
ターに突っかかりそうになって怖かったという他人の体験談も自分の
記憶に取り込んで、似たような言葉刺激を受けると共感としてすべて
が思い起こされるのです。これが、女性が「過去の蒸し返しの天才」
と言われる所以なのです。

　こんなとき蒸し返された男性は、ひたすら女性の当時の気持ちに言及
して謝って下さい。「怖かったね。ゴメンゴメン。」と。これで女性の
ストレスは解消又は半減するのです。

・ひとの脳は、右脳と左脳に分かれており、右脳は図形や映像の認識イ
メージの記憶・直感・ひらめきなどを司り、全体的な情報処理を受け
持つイメージ脳とされ、左脳は、読み書き・話す・計算・文字や言語
の認識・数理的推理などを担当しているデジタル脳とされています。
男女で決定的に違うのは、この右脳と左脳を繋ぐ脳梁神経が男性に比
べて女性の方が圧倒的に太いことです。従って、女性は右脳と左脳の
連携の密度と頻度が男性に比べて圧倒的に高いのです。そのため女性
脳は脳の異なる領域を連携させる論理的に説明できない複雑系の演算
が得意で、「いやな感じがするから危険かもしれない」、「風邪薬と目
が合って買って帰ると、その日に限って早く家に帰ってきた夫に風邪
気味なんだけど薬ある？と聞かれる」などの能力を発揮できるのです。

・人工知能で一体で男女の二つのシステムを混載させたロボットを作る
ことも可能でしょうが、同時に別の答えを出した時、どちらを選択す
るか競合干渉を起こし、フリーズ状態になると思われます。競合干渉
を避けるためには二体の男女別々のロボットを作って、手に手を取っ
て活動することで機能を最大に発揮できると考えています。

　インターネットが世界の言語スタイルをゆるやかに統一しつつあり、
都市生活の手法が世界中で普及していくと性ホルモン分泌の緩慢さと
相俟ってやがて脳の性差は失われるかもしれません。しかし、“男”が
この世から消えたら社会はうんとつまらなくなってしまうと危惧する
のです。� （要約文責　宮下）

 「女の機嫌の直し方」
感性リサーチ代表　黒川  井保子 様

入会式の様子

にこにこ合計 13,000 円／今期累計 181,000 円

小
（東京中央R C）
川 健 三 様	 酉とともに会（第100回）のご案内にお伺い致しま	

した。
秋葉良子会長	 本日の講師黒川様は、他のロータリーの卓話でお話

を伺いました。面白い分野ですので、ぜひ皆様に聞い
て頂きたいと思います。

井出和世 会員	 8月のお誕生日には、おいしいバースデイケーキをあり
がとうございました。

田中結加 会員	 本日は青少年交換留学生の式典の報告をさせて頂
きありがとうございます。

野呂洋子 会員	 先週卵巣をとる手術をしてきました。無事に生還です。

出席率 73.47％ （出席者33名＋メーキャップ3名／正会員52名-休会3名）

例会報告  第674回  2017年9月4日（月）


