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■合唱：我等の生業

◇プログラム・４月17日：ゲストスピーカー ・4月20日：地区協議会 ・5月1日：理事会
◇出席報告

例

会

会員数 出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(6名 ) 小林、宮澤、石山、原卓

２２７５回 18(15)

９

60.00％

－

２２７３回 18(15)

９

60.00％

１

◇ビジター：熊久保時彦さん(二宮ＲＣ)

－

斎藤(正)、太田さん

66.67％ ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)宮澤さん
で関東のものは考えてくれているのなら、もう一度
行ってみようと思うのですが、考えておくと言う事

小泉芳郎さん(平塚ＲＣ)

ははっきり断った事だそうです。

◇ひとこと
断ることが苦手な日
本人 ： 日本人は物事に

又日本人の言葉には大変曖昧な言葉があって、真

笹尾 政儀さん

実がはっきり分からなくて理解に苦しむことがある
と台湾の留学生は言っておりました。

ノ ーと言えないと石原
慎太郎氏が言ってい

☆河本親秀さん

た。

：名古屋では断る

例えば電話で何か買

時に ｢勘考する｣と

い ませんかと申込みが

言います．ジョン

あ った時に、いいです

ソン時代、うちの

とか結構ですとか言って即在にノーと言えず、相手

大阪出身のセール

にノーが通じ憎いことがあります。

スマンが名古屋の

又、花売り娘が花は如何ですかと言われた時に、

大問屋さんに製品販売のプロモーション企画を売り

要らないよと簡単に断ると、他人様は断るにしても、 込みに行った時、｢勘考する｣と言われ、大喜びして
帰って参りました。彼は「勘考する」を「敢行す
もう少し相手の気持ちを考えて優しく断ったらどう
かなと･･･。同じ断るにも依怙地になったり、強く

る」と聞いたのでした。1週間たっても注文が来な

断るのは良くないと言う。

いので訪問して貴方は｢敢行する」と言ったではな

日本人の性格か、昔からの仕来りなのか習慣かど

いかと問いただしたところ、そうだ確かに｢勘考す

うか。日本人は先ず相手の気持ちを損なわないよう

る｣と言った、「何に文句あるか！」と完全に話は

に、思いやりの精神があるからでしょうか？

すれ違い。話が分かって可笑しいやら、がっかりす

関西では物事を断るのに｢考えておこう｣というの

るやら。これは実話です。
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◇会長報告

百瀬 恵美子会長代理

☆原千明SAA： 先週ビジタ

今日は！桜の花も

ーで来られる予定であった 東

散り始めました。散

京城北クラブの財津昌樹さん

る速度はアベックが

は自分のクラブの例会が金曜

歩くスピードだそう

日なので、思い違いされてい

です。桜前線の北上

たようです。土曜日午前中に

するスピードは赤ち

お会い出来まして、申し訳な

ゃんがハイハイのス

いと財津さんが作られたカレ

ピードだそうです。日本全国で桜の花が見られるこ

ンダー=トイレで知る考えるカレンダーと｢言いたい

とは幸せです。今日、例回終了後、時間の具合で大

ことを言ってしまうとどうなるんだろう｣という本

磯運動公園へ桜の花を見に行きたいと思います。時

を頂戴しました。財津さんがロータリーに入会され

間のある方はご一緒下さい。

た理由は何処かのクラブに卓話を頼まれて行った時

熊久保さん、小泉さんようこそ大磯へお出で下さ
いました。ごゆっくり楽しんで行って下さい。

に、ロータリーには立派な人が沢山おられるなと言
う事だったそうです。

先週の理事会で決まった件：デイトン市に桜を植

この本の中で20年間原発建設技術者として働いてき

える募金のお願いが来ています。募金することに決

た平井憲夫(1997年没)著「原発がどんなものか知っ

定しましたが、今日4時頃お見えになるデイトンに

てほしい」のことが書いてあり、それも読みました

お住まいのアレックス・原さんのお話を聞いて募金

が、設計は素晴らしいが施工者が素人で対角線にボ

額を決めて参ります。

ルトを締めることができない様な人達であったので、
頻繁に事故が起こっていたそうです。原発の安全性

◇幹事報告

守屋 紀忠幹事

について戦慄が走りました。

1．週報受理：志木RC
2．雑誌受領：インターアクト

☆スマイルボックス

通信、ロータ

リ

アン誌、ガバナー月信

・熊久保時彦さん(二宮ＲＣ)
： Ｉ Ｍでは、おまかせばかり

3．ロータリーの友4月号(横組2

で申 し訳 あり ません でした 。

1頁)に東京

また 、輪 番制 に付き まして も

RC太田清文さん

(大磯クラブ会員の太田

知加

井上 浩吉さん

大変 ご迷 惑か けまし た。次 回

子さんの弟さん)が写っている写真が

出ています。 ＩＭ二宮でガンバリます。
4．5月29日(木)の例会を5月25日(日)の大
磯美化
・百瀬 恵美子さん： 二 宮 会
キャンペーンに変更します。時間

等は後日連絡

します。

長様、ようこそ、大磯へ！ゆっくり楽しんで下さい。

・守屋 紀忠さん： 熊久保さん、小泉さんようこ
そ！

◇委員会報告
☆河本 親秀さん
：我 が ク ラ ブ 推 薦

・河本 親秀さん：二宮ロータリークラブ熊久保さ

の財団グローバル

き有難うございます。

奨学生高谷紗帆さ

・新宅 文雄さん：熊久保会長、小泉先輩ようこそ

んのオリエンテー

いらっしゃいました。よろしくお願いします。

卓話よろしくお願いします。
ん、平塚クラブ小泉さん、今日はようこそお出で頂

シ ョ ン が 4 / 27 に あ
ります。高谷さん

◇熊久保時彦二宮RC会長：

は元気です。アルメニアにて国境なき医師団メンバ

今後の共同IMホストクラブに

ーとして仕事中のため欠席されますが、カウンセラ

ついての挨拶がありました。

ーとして私が参加して遺漏の無いようにしたいと思
います。
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◇ミニ卓話

◇大磯運動公園さくら鑑賞

◆◇◆人は太陽と共に=枕は北に！◇◆◇
笹尾

政儀さん

私達が日常の暮らしに最も大切に必要とされるのは
太陽です。太陽は私達の生活と共に絶えず移動してお
ります。そしてこの世には方位と言って東西南北がが
あります。皆様は太陽は東西南北のどの方位から顔を
出しますか？私達は夜就寝して朝目覚めるのは太陽の
日の出とかご来光の明るさで、もう朝かなと思い起床
します。その時太陽は東の方向です。そうして顔を洗
ったり朝食を食し勤務の支度をして家を出ます。
勤務先で午前中の仕事を終えると昼食です。この時
太陽は南に廻っております。そして午後の勤務を修了
した夕方には太陽は夕日を浴びて西に廻っております。
仕事を終了して帰宅し、風呂に入ったり、夜食を食し

例回終了後、大磯運

たり、家族と話したり、新聞など読んだりした後に就

動公園南斜面に植えた

寝します。太陽は西から北に向かっております。起き

桜 の 鑑 賞 に 行 き ま し た。

て動き廻っている時は太陽は常に頭上にあります。私

カワズ桜とハルメキ桜

が就寝している時は太陽は北にありますので、私達は

は 既 に 葉 桜 で し た が、

太陽と共に行動することが大宇宙の自然の法則に従っ

大島桜と江戸彼岸桜は8

て頭を北に向けて休むのがよろしいのです。

-9分咲でした。

家で座っている時、椅子に腰を掛けている時も頭は
上ですが、就寝している時は太陽の位置と同じくする
のがよいと思います。

大磯クラブによる植樹

夏場の休息に子供さんと添い寝する時も太陽の方向

2009年2月：大島桜3、カワズ桜1

に頭を休めるのがよいと思います。又重病患者で起き

2010年1月：ハルメキ桜13、カワズ桜1

ることなく寝たきり患者には大変難しい事ですが、朝

2011年1月：江戸彼岸桜2、カワズ桜3

は頭を東、昼は南に、夕方は西、夜は北というように
時計回りにして休むと重い病も薄紙を剥がすように快

カワズ桜は大磯

癒して行きます。

運動公園、大磯ロ

又幼い子供さんと就寝すると子供さんは夜中に動き

ータリー、大磯商

廻り、この子は寝相が悪い子だよと言われますが、そ

工会、大磯ルネサ

の子は寝相が悪いのではなく、自然の法則に従って太

ンス03、大磯ガー

陽の方向に向かって動き廻っているのです。

デニングクラブが

うちでは家族皆頭を北に就寝しています。

大磯町民に呼び掛

（配付資料：人は太陽と共に）

けて協働で植樹し
たもので、2009~11年間に約50本が有志町民によっ
て植樹されています。
カワズ桜は随分大きく育ち、大島桜、江戸彼岸桜
も花を沢山咲か
せるようになり
ました。来年は
もっと沢山の花
をつけるでしょ
う。
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◇原

アレックス

伸郎氏

来訪

「オペレーション1000チェリーツリー」の目的はただ
一つ。
アメリカの友人たちに感謝の意を表すためにオハイ
オ州デイトンに千本の桜を植えるこのプロジェクト
に参加してほしいのです。
「トモダチ作戦」の兵士達、有難う
アメリカの友人たち、有難う
私たちの感謝の心を桜の花に託して、桜の木を贈
ります。
アメリカ市民の為に

16時モロキニにて百瀨会長、守屋幹事、新宅、井
上、河本が原氏と会談しました。
原氏は我が姉妹クラブのデイトンRCからの紹介で来

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

られたものです。

原さんの申し入れは「原さんの横浜在住の友人がこ

原氏は中央大学卒業後1979年アメリカに渡り、幾

の募金活動を始めるについて、寄付金の受け皿に大

つもの起業に成功され、現在JPモルガン銀行の日系

磯ロータリの銀行口座を開いてもらえないか｣と言

企業との取引担当上級副社長を務めておられます。

う事です。

氏の申し入れは東日本大震災に際し、アメリカの軍
隊が”オペレーション友達”で、又民間から大変大

趣旨は理解しましたので、理事会で諮ることになり

きな支援をしてくれたことに報いる／感謝を表す方

ました。

法として、「100年前日本から桜を運び込み、ワシ
ントンに植樹した時のタフト大統領のお孫さんが元
オハイオ州知事である」因縁も有り、オハイオ州デ
イトンに1000本の桜を植えることを思い立たれまし
た。原さんのホームページoperation1000cherrytre
es.comから一部を転載します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
絆は更に深く
2011年3月11日日本は観測史上最大の地震に襲われ
ました。マグニチュード9.0の大地震と続く津波に
より死者15,854人 、行方不明者3274人を出し、世
界史上最大の犠牲と損失を引き起こしました。救援
・撤去・再建活動は大規模なものとなりました。し
かしアメリカ軍の迅速な行動とアメリカ市民の惜し
みない寄付金のお陰で日本は再建の道を歩んでいま
す。
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以上

