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日  時：令和 1 年 10 月 23 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ                鈴木委員 

開会点鐘                   遠藤常臣会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

四つのテスト 

お客様の紹介               遠藤常臣会長 

ケン・ジョセフ様 千葉大学客員教授 ｺﾗﾑﾆｽﾄ/ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 

白石 隼男様 東京三鷹ＲＣ直前会長 

会長報告              遠藤常臣会長 

本日はありません 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

●千葉台風 15 号被災者救援金のお願い 

（当日の卓上募金 31,000 円を地区へ送付しました） 

●地区 2020 支援委員会より 障がい者へのサポート

方法を学ぶユニバーサルマナーセミナーの開催 

 講義日時 11 月 15 日（金）10 時～12 時 

 場所 (株)千代田ビルマネジメント 

 費用 6,000 円 先着 50 名 申込事務局まで。 

●地区会員委員会より 

「学ぼう・語ろう・楽しもう あなたのロータリー」

の開催 

 日時 11 月 20 日（水）15 時 

 場所 ハリウッドビューティプラザ 

 基調講演 日本フェンシング協会会長 太田雄貴氏 

 

 参加は会員と新会員候補者。他クラブとの懇親会も

あります。参加したい方は事務局まで。 

●地区奉仕プログラム委員会より 

あなたのロータリーフェスティバル参加のお願い 

一般の方々にロータリーの良き活動を知って頂くイベ

ントです。 

 開催 5 月 17 日（日） 

 場所 アークヒルズ アーク・カラヤン広場 

ご協賛のお願い 運営とポリオ根絶の寄付に使用 

企画書は別紙にありますので事務局へ確認ください。 

●19-20 年度 RLI パートⅡ開催 

 （ロータリーリーダーシップ研究会パートⅡ） 

 日時 11 月 11 日（月） 

 場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

入会歴の長短を問わず、どなたでも参加できる少人

数のチーム編成による討論形式の研修会です。参加希

望の方は事務局まで。 

委員長報告                   

●本多親睦活動委員長 9 日のスポーツ例会へのご参

加ありがとうございました。ハイキングの疲れと例会

後の程良いお酒が入り当日はぐっすり眠れたのではな

いかと思います。 

●長嶋職業奉仕委員長 30 日の稲刈り体験・移動例会

の集合時間・天候により服装の注意の連絡。 

●遠藤久社会奉仕委員長 11 月 4 日の市民まつりの

集合時間、委員は 8 時より準備・一般会員の方は 9 時

30 分にパレ―ド集合場所へお願いします。終了は 16
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時。その後打ち上げを行う予定です。 

●三田テニス同好会長 14 日の多摩中グループテニ

ス大会の報告。成績は遠藤会長の娘さんお二人、遠藤

よしみさんが 2 位、細部あやさんが二部リーグで 2 位

となりました。遠藤会長にもご出席いただき、雨の中

でしたが、テニスを通じて楽しく懇親できました。 

ニコニコＢＯＸ            矢澤親睦活動委員 

●白石隼男様(東京三鷹 RC) 三鷹ロータリークラブ

の白石です。いつもお世話になっております。今日は

例会に出席させていただきます。よろしくお願い致し

ます。 

●遠藤常臣会長 ｢即位礼正殿の儀｣もつつがなく終り

新しい時代の幕開けとなりました。三鷹ロータリーク

ラブの白石様歓迎致します。又、卓話講師のケン・ジ

ョセフさん｢日本人の心を｣教えて下さい。 

●喜連紘子幹事 ケン・ジョセフ様ようこそお越し下

さいました。お話を楽しみにしております。三鷹 RC

白石様のご来訪を歓迎いたします。 

●秋廣会員 林会員御紹介の本日のジョセフ・ケンさ 

 

 

 

特別な国 日本  
失われた日本の心を取り戻す 

■講師紹介              林幸司会員 

 ケン・ジョセフさんは、日本生まれでお父様はアメ

リカからの宣教師でいらっしゃいました。日本で 18 歳

まで育ちアメリカに戻られ、また日本に戻られました。

「アガペハウス・インターナショナル」「日本緊急救

助隊」等のボランティア活動をして、今日も被災地を

助けておられ、お忙しい中をお出でいただきました。

また、三浦友和さんと百恵さんの仲人さんでいらっし

ゃいます。 

■特別な国 日本 失われた日本の心を取り戻す       

世界各国で救援活動を行うなかで、世界における日

本の立場や忘れられた良さが浮き彫りになってきまし

た。日本は、特別な国として、世界のどこにもないよ

うなものや思想をもっています。 

そして、そのことをみなさんに伝えることによって、

日本人の誇り、個人としての誇り、社会の中での自分

の役目と道が開かれるのではないかと考えています。 

世界の戦地、被災地の人たちが、日本に求めているも

のとは？報道では語られない、私自身の足で歩き体験 

してきた現状の話をまじえながら、失われた日本の心

を呼び覚まします。 

んの卓話期待しています。特にアメリカの方から見た 

日本の印象に興味を持っています。 

●佐伯会員・三田会員 先日の 10 月 14 日体育の日に

第 25 回多摩中グループテニス大会が雨降る中行われ

ました。テニスを通じて他クラブと楽しく親睦出来ま

した。ありがとうございました。 

●関俊之会員 ケン・ジョセフさんの卓話、大変楽し

みに拝聴させて頂きます。本日はよろしくお願い致し

ます。 

●親睦活動委員会(本多会員・小川会員・北島正典会員・

三田会員・矢澤会員) 9 日のスポーツ例会は秋晴れに

恵まれて楽しい高尾ハイキングになりました。ビアガ

ーデンも楽しんでいただけましたか？会場までの道の

りが長くて配慮にかけてすみませんでした。 

＊ニコニコ BOX 合計 43,000 円 累計 722,000 円 

出席報告             杉田出席奨励委員 

  １０月２３日 在籍５０名中 出席３５名    

  前々回 (10 月 9 日) 出席率 88.37％ 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 

 

 

 

千葉大学客員教授        

コラムニスト/コメンテーター 

ケン・ジョセフ氏 

 

■7 つの誇り 

○自分を好きになりなさい 

○原点に立ち返る 

 神様のいたずら。原点に帰り、何が大事かわかる。 

 エピソード１ 被災地での行政の機能 

○世界各国と比較して、日本はこれほど優れている 

・安全国家 財布を気にしなくていい 

・インフラ整備 新幹線が時間通りにくる 

・家族の絆 離婚率 日本には家族が残っている 

・自由の保障 講演の内容が自由 

・平和国家の維持 憲法で戦争ができない国 

・戦後以後の、奇跡的な発展 

・私達は恵まれている 

クラーク博士の言葉 

○危機管理について 

・世界各国の救済活動を通じて、皆さんに伝えておき

たいこと 

○何のために生きるのか 

頑張りはすばらしいが、何のためにがんばってるの？ 
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10 月 30 日（水）午後、職業奉仕委員会企画の稲刈

り体験移動例会が開催された。高尾山ハイキングスポ

ーツ例会に次ぐ今月 2 回目の移動例会である。 

13 時半に谷保天満宮に集合し、徒歩 10 分ほどのと

ころにある天満宮梅園下の鈴木政久会員の圃場での稲

刈りだ。参加者 21 名。若干の注意事項説明の後 14 時

に作業を開始した。「みんな怪我のないように！」。 

鈴木会員の広い圃場の中で、今回稲刈りをさせて頂い

たのは 500 坪ほどのところで、前日の雨にも関わらず

田んぼの中は長靴の必要がない程度のほんの僅かなぬ

かるみ。撓わ（たわわ）に実った稲は丁度刈り頃で、

鎌で刈る感触は、「サクツ サクツ」という音ととも

になんともいえない爽やかものだった。ほとんどの会

員は鎌を持つのは初めてや数十年ぶり。みんな「稲刈

り体験」を大いに楽しんだようだ。半分ほど刈ったと

ころでコンバインによる脱穀へ。本来移動しながら脱

穀を同時に行うコンバインを一カ所においたままの作

業では、挿入していく稲束の適量がよく分からず、詰

まらせては取り除き、詰まらせては取り除きの連続だ

った。刈り残した稲は鈴木会員ご自身がコンバインで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正規の作業を行い、またみんなで落ち穂拾いもして稲

刈り完了と相成った。 

 秋晴れのもと、軽度の汗をかきながらの素晴らしい

「職業奉仕体験」だったが、台風 15 号、19 号ばかり

でなく各地に大災害をもたらした天候不順で雨天の多

いこの秋、スポーツ例会、稲刈り体験例会ともに快晴

に恵まれ、なんと幸運だったことか。長嶋委員長はじ

め担当委員の皆さんの日頃の行いが報われたのだろう。 

焼き肉店「どうだ」に場所を移しての例会には、稲

刈りに参加できなかった 10 名近い会員も加わった。

例会後杉田パスト会長の乾杯で懇親会が始まり、2 時

間半にわたって大いに飲み、食べ、語りと非常に盛り

上がった。最後は喜連幹事発声により三本締めで「稲

刈り体験例会」はすべてお開きとなった。当日お店は

定休日だったにも関わらず特別に配慮して頂いたとの

こと、感謝に堪えない。 

例会参加者には後日取れたての新米が配られるそう

だが、小汗を流して刈ったお米の味はまた格別のもの

だろう。今から楽しみだ。また来年もこの企画を宜し

く！！！（会報委員：木島常明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2428 回例会 
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ニコニコＢＯＸ           本多親睦活動委員長 

●遠藤常臣会長本日は職業奉仕に参加させて頂き、25

年振りに稲刈りを体験致しました。久し振りのカマの

感触とても気持ち良くて全部の稲を刈り取ってしまい

たいくらいでした。職業奉仕の皆さん御苦労様でした。 

●喜連紘子幹事 秋晴れの空の下、生まれて初めて稲

刈りを体験しました。職業奉仕委員会の画期的な計画

に感謝します。 

●時田会員 本日稲刈り体験好天に恵まれ大成功、担

当役員さんご苦労様でした。 

●吉野会員 職業奉仕委員会の皆様、本日は大変ご苦

労様です。 

●杉田会員・関重寿会員 今日は職業奉仕委員会の皆

様ご苦労様でした。 

●内山会員 稲刈り体験、ご苦労様でした。例会のみ

の参加で申し訳ありません。 

●岡本正伸会員 職業奉仕委員会の皆さん稲刈りのセ

ッティングお疲れ様でした。柿がおいしかった。 

●小澤谷守会員 田んぼに集合してみんなで色々な話

しができて楽しかったです。職業奉仕委員長・鈴木政

久会員、お疲れ様でした。 

●山崎会員 職業奉仕委員会の皆様、ごくろう様です。 

●寺澤会員 本日は鈴木会員にお世話になり、初めて

稲刈り経験させていただきました。ありがとうござい

ました。長嶋委員長ご苦労様でした。 

●木島会員 素晴しい天気に恵まれた職業奉仕「稲刈 

 

 

 

 

 

▲会長より鈴木会員に御礼   ▲乾杯：杉田パスト会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り体験」皆さんご苦労さまでした。稲刈り鎌を持つの

は初めての方もおられたようですね。数少ないこの秋

の晴れ空、高尾山登山に続き、担当幹事さんの日頃の

行ないが報われたのでしょう。 

●北島正典会員 晴天に恵まれ絶好の稲刈り日和にな

り良かったです。職業奉仕委員会の皆様ありがとうご

ざいました。楽しい体験となりました。 

●関俊之会員・北島清高会員 稲刈りおつかれ様でし

た。職業奉仕委員会御苦労様です。今日はいっぱい働

いたので美味しくお肉をたっぷりいただきます。 

●本多会員 初めての稲刈り体験とても楽しく参加で

きました。長嶋委員長・鈴木会員ありがとうございま

す。 

●三田会員 今日は良いお天気で稲刈り体験が出来ま

した。鈴木さんに感謝です。美味しい新米楽しみにし

ています。 

●山岡会員 職業奉仕委員会の皆様お疲れさまでした。

稲刈りは参加できませんでしたが、たくさん飲みたい

と思います。 

●職業奉仕委員会（長嶋会員・鈴木会員・秋山会員） 

秋晴れに恵まれ、心配した前日の雨の為のぬかるみも

なく無事稲刈り体験も終りほっとしています。皆様い

い汗をかいた事と思います。おつかれ様でした。美味

しい新米を楽しみにしています。ゆっくりと喉をしめ

らせて下さい。 

＊ニコニコ BOX 合計 50,000 円 累計 772,000 円 

 

 

 

 

 

▲例会後：美味しい焼き肉を食べながらの懇親会▼ 

 

 

 


