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第2079回例会

今年度会長テーマ

2009.6.4
(あい)に感謝 そして 実践しよう
ロータリーの志魂(こころ)

■司会：
當間例会運営委員長

■会長報告

町田会長

■点鐘：町田会長
■国歌：｢君が代｣
合唱：ロータリーソング
｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
村田会員

■お客様紹介：戸澤パスト会長

◆ゲスト：東京秋川ＲＣ 松田行央様
津久井ＲＣ
山本芳昭様
青少年交換留学生 川野辺麻莉様

■例会日／毎週木曜日 12:30〜13:30
■例会場／八坂神社 社務所

〒189‑0013 東京都東村山市栄町3‑35‑1

先日、上野恩賜公園にある国立博物館と西洋美術
館に行ってきました。国立博物館では奈良の興福
寺、創建1300年を記念して、国宝阿修羅展が催さ
れているが、前評判に相応じた充実した展覧会で
した。阿修羅像は奈良時代に作られて天平の美少
年と称賛される仏像芸術の最高傑作であると言わ
れていますが、近くで見ますと本当に、何ともい
えない不思議な魅力を感じます。阿修羅はあどけ
ない子供の様な三つの顔を持っているが、どこと
なく憂いと戸惑いを含んだ表情で、しっかりとし
た眼差しで健気な成熟しきっていない美しい青年
の複雑な表情を表していて、言い知れない不思議
な力を感じた。会場には阿修羅の仲間の八部衆と
呼ばれる国宝の仏像が展示してあったが、何と言
っても、阿修羅像の人気は凄かった。なにせ会場
に入るのに約50分位かかった。それにしても、こ
んなに仏像好きが居たのかという位大勢見に来て
いたし、館内のお土産屋では大騒ぎで阿修羅のプ
リントされたシールをおじちゃん、おばちゃん達
がまとめ買いをしていたし、関連商品が飛ぶよう
に売れていた。ここだけは100年に1度といわれる
不況は信じられないくらいであった。言葉の語源
としてフーテンの寅さんでお馴染みの葛飾柴又の
帝釈天は、この阿修羅にとっては因縁深く宿敵と
して、帝釈天と絶えず戦いを繰り返し、いつも敗
れてはまた戦いを挑み、この帝釈天との絶え間な
い激闘の場を指して修羅場とか、修羅の巷という
言葉が生まれたのだそうであります。西洋美術館
■クラブ管理委員会／高橋 眞
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のルーブル美術館はウィークデーなのに、入館ま
で40分かかりましたが、一度は見たかった女王マ
ルガリータの肖像(ディゴ・ベラスケス)とフェル
メールのレースを編む女、ラ・トゥールの大工ヨ
セフなど17世紀ヨーロッパの素敵な絵画を堪能す
ることができ、充実した一日を過ごすことができ
ました。阿修羅像展は6月7日まで、ルーブル美術
館展は6月14日まで開催されています。展示数は
71点、そのうち日本初公開の作品が60点もあり、
わざわざフランスのセーヌ川のほとりまで行かな
くても良いのですから、仕事いちずやノミニケー
ションも良いですが、是非ご覧になる事をお勧め
いたします。心の洗濯が出来ると思います。
昨日、現・次年度理事会を開きました。
1) 5月度の収支報告が承認された。
2) 宜野湾ＲＣとの友好クラブ継続の調印が承認
され今回から5年間とすることになりました。
3) 国際友好協会より専任理事依頼が来たが、当
クラブからは出さないこととした。
4) 細渕清、肥沼義則会員より退会届が出された。
5) 木下清一会員より出席免除願が出され6月1日
より適用する。
以上で会長挨拶といたします。ありがとうござい
ました。

■幹事報告

相羽幹事

■青少年育成委員会：
職場体験・インターンシップに関する
協力依頼について
・中学生職場体験並びに高校生インターンシッ
プ受け入れ企業等に関する周知徹底について
・手引き
■那覇西ＲＣ：
2009〜2010年度第2580地区
第46回インターアクト年次大会開催の
案内の受理
2009年8月1日(土)〜3日(月)
於 パシフィックホテル沖縄｢万座の間｣
テーマ ｢世界に広げるゆいまーる｣
※ゆいまーる：
互いに手を結び助け合うという意味
未提唱クラブ 協賛金として3万円の協力要請
■回覧：
｢友｣インターネット速報 No.383
バギオだより No.12
東京武蔵野中央ＲＣ創立25周年記念誌
■例会場変更：
東京福生中央ＲＣ
09年6月10日〜9月30日
大聖病院2F 会議室

■出席報告

土田例会運営委員

■八坂神社：
八坂神社例大祭式典執行の案内の受理
2009年7月19日(日) 9:30〜
於 八坂神社
■対人地雷特別委員会：
常任委員会開催について
6月25日(木) 15:00〜17:00
於 ガバナー事務所
■ガバナー事務所：
・国際大会における投票代議員カードについて
〆切 6月5日(金)
・｢未来の夢計画｣に基づく新補助金制度の
パイロット地区選出について
世界 100地区
日本 第2580地区
第2650地区、第2690地区、第2760地区
第2770地区、第2830地区
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■前々回メークアップ修正後前々会欠席：5名
■前々回出席率メークアップ修正後：86.84％
■前々会メークアップ者：
北久保会員：所沢ＲＣ
熊木会員：所沢ＲＣ
目時会員：福生ＲＣ
村田会員：福生ＲＣ
野村会員：多摩ＧＲＣ
竹田会員：地区委員会
當間会員：理事会
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■ニコニコＢＯＸ 五十嵐クラブ管理委員
◆ご結婚祝月：
野村会員

◆会員誕生祝月：
野崎(征)会員、
飯田会員、戸澤会員

◆令夫人誕生祝月：
飯田会員、田中会員

■委員長報告
■野村地区ロータリー財団委員長
今回の経済恐慌によってロータリーも大きな影響
を受けています。推定で2億2200万＄(210億円)の
損失。多くの地区補助金が一時中止に追い込まれ
ています。ご報告いたします。
■樺澤国際奉仕委員長
バーミンガム大会に参加される方は、参加費用の
払い込み、参加をキャンセルされた方はキャンセ
ル料の払い込みをお願いします。積立なされてい
る方はその中で、積立されていない方には請求書
をお渡ししますので払い込みをよろしくお願いい
たします。

■卓話
■卓話者紹介：
中丸プログラム委員長

■卓話者：
株式会社総合教育
コンサルティング
庄司ヤス子様
◆松 田 様：色々お世話になります。
◆野澤会員、神﨑会員、當間会員：
大変遅くなりました。この度ＩＭの
報告書ができましたので、お届けし
ます。
◆野澤会員：私が代表しております、廻田のお寺
賓珠禅寺が無事落慶を迎えることが
出来ました。
◆隅屋会員：先週の例会後、こせ川さんのうどん
をお土産にいただきました。ありが
とうございます。
◆竹田会員：本日職業奉仕の為、早退させて頂き
ます。

本日のニコニコ合計：
40,000円
累
計
：1,595,864円

プラスの心で今日も明るく
さて、本日は｢プラスの言葉で今日も明るく｣と
いうテーマでお話をさせて頂きます。
中丸様に｢こんな時代だから、明るくなるよう
にお願いします。｣と言われました。こんな時代
〜景気は悪く、大勢の人たちがリストラに遭い、
大学生は就職内定取り消しです。他にも暗い材料
がいろいろあります。でも、私は戦争さえなけれ
ば何とかなると思っています。
先日、骨董屋をやっている友人から便りがあり
ました。｢世をあげて不況の由、不況何故悪い。
思えば江戸時代300年は全部不況？〜略〜｣。この
開き直りが気に入りました。彼の店は最近暇で時々
すぐそばのカラオケで歌っています。来客がある
と、留守番役の奥さんが携帯で呼び戻します。｢お
客が来ない、来ない｣とぼやいてストレスを溜め
るより、ずっと良いと私は思いました。
実は、私は落ち込みやすいタイプなのです。今
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年は大手の新入社員研修が直前になってキャンセ
ルになりました。｢社員の給料は払えるだろうか｣｡
でも、こう思うのです。｢これまでだって、大変
なことがあったじゃないか。何とかなるさ｣こう
考えられるようになったのも母の影響かもしれま
せん。母は幼い時から苦労を重ねた人なので、ち
ょっとしたことではびくともしません。我が家は
貧しかったのですが、いつも｢笑う門には福きたる｣
と笑っていました。
こんな事がありました。近所の友達の家に、雛
祭りに招かれました。立派な7段のひな壇です。｢う
ちにも欲しいな｣と言うと、｢うちにはちゃんとし
た5人囃しがいるじゃないの｣と笑い飛ばされまし
た。5人兄弟なのです。
また、家では着るものはほとんど母の手作りで
した。｢ねぇ、わたしもデパートで洋服買って｣と
ねだると、｢うちでは皆、デパートに預けてある
のよ。お金を持って行けば、いつでも引き取れる
の｣。それで納得してしまいました。
ドイツには｢ユーモアとは、にもかかわらず笑
うことだ｣という言葉があるそうです。母はこの
言葉を知らなかったと思いますが、そういう生き
方をしてきた人でした。私の中にも母から受け継
いだ、そういうものがあると信じています。
さて、プラスの心になるにはどうすれば良いの
でしょう。私はプラスの言葉を遣うことだと思っ
ています。ドイツの教育学者、Ｏ･Ｆ･ボルノーは
｢人間は、その人が使う言葉のような人になる｣と
いっています。雨が降ったという事実に｢いやだな、
これでは気分が落ち込むよ｣と言う人と、｢今日は
落ち着いて仕事ができるな｣と反応する人とでは
人生が変わってくるということです。
ここで、｢ツキを呼ぶ魔法の言葉｣をご紹介しま
す。五日市剛さんの大学時代の体験談です。湾岸
戦争のあった年、イスラエルを旅します。そこで
一人のおばあさんに出会います。そのおばあさん
が彼に語ってくれたのが｢ツキを呼ぶ魔法の言葉｣
です。
①｢ありがとう｣
−悪いことがあった時に言うと効果的。否定
的なことを言うと、益々悪くなる。｢遅れ
そうだ。イライラさせてくれてありがとう｣
−未来を予測して言う。｢合格させてくれて
ありがとう｣｢病気を治してくれてありがと
う｣
②｢感謝します｣
−｢お天気にしてくれて感謝します。｣
野口さんは二つに加えて｢ツイテル｣｢運がいい｣を
意識して使っているそうです。
野口さんの職場に一回り年上の気になる係長Ａ
さんがいました。彼は上司に相談して、自分の所
に配属してもらいました。彼はＡさんと約束しま
す｢毎朝ロッカーで、"Ａさん、ツイテル？"と聞
くので"ツイテル"と答えてください。｣
最初は嫌々ながら｢ハイ、ツイテますよ｣と言っ
てましたが、そのうち、｢ハーイ、ツイテますよ。
家内が作ってくれた朝ごはん、美味しかったです。｣
などと言うようになりました。4ヶ月ほどたった

ときには仕事にも成果が現れてきました。"ツイ
テル"という言葉だけで、この変化です。私も真
似して、ビジネス文書検定試験1級を受ける時、｢お
陰様で合格しました｣と印刷されてあるハガキを
購入し、毎日、｢私はツイテル｣と唱えました。お
陰様で合格しました。今日も"ツイテル"と言いな
がら来ましたら、入り口で土方さんにお会いし、
参拝のしかたを教えていただけました。
職場でもプラスの言葉を使うと、楽しく仕事が
できます。ある会社では"サンキューカード"を社
内で交換しています。｢今日はありがとう。仕事
を手伝ってくれて助かりました。｣
また、ある食堂では覆面調査員に各人の良い所
を探しだしてもらい、店長が一人一人褒めたとこ
ろ、売上が3割も上がったということです。
10数年前、新入社員研修で30人に、先輩や上司
に言われて、うれしかったこと、悲しかったこと
を書いてもらいました。悲しかった言葉の中に｢君
に頼まなきゃ良かった｣｢とろいね｣などというの
があり、胸が痛くなりました。マイナスの言葉は
人を傷つけ、意欲を失わせます。自分のツキも逃
します。プラスの言葉をどんどん遣いましょう。
本日、このテーマを選んでいただき、中丸様に
感謝しています。ありがとうございます。聞いて
くださった皆様、ありがとうございました。感謝
します。

■第12回(6月度)理事・役員会
■5月度収支明細報告書：
承認されました。ＩＭ事業の精算が未決。会長
と目時会員で話し合う。
■国際友好協会役席委嘱の件：
クラブ運営が単年度の為、受けない事としました｡
■宜野湾ＲＣとの友好クラブ継続調印の件：
友好クラブ継続は5年間調印とした。
■その他：
①退会届
細渕清、肥沼義則会員より提出されました。
②木下清一会員より出席免除願が出され、6月1
日より適用することとした。

■点鐘：町田会長
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