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本日の卓話

今後の卓話予定

「わかもの視点の復興」
気仙沼仕事創出プロジェクト委員長　東京ローターアクトクラブ会員　増田悠太朗 様
気仙沼仕事創出プロジェクト委員　東京荒川ローターアクトクラブ会長　杉山幸平 様
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　2012ー 2013年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「奉仕を通じて　平和を」	 R . I . 会 長	 田 　中　作　次
	 	 地区ガバナー	 石 　川　正　一
クラブテーマ	 「クラブライフの充実で、ロータリーの魅力を語ろう！」	
	 	 クラブ会長	 原 　田　　　毅

会長報告＜原田会長＞
・草原の椅子　　宮本　輝著　「日本の情理
の世界」深い情に思いを馳せる本。

　東北大震災から 2年。今こそ一読をお勧め
する小説です。

　1995 年 1 月宮本氏、阪神大震災罹災
　思えば、人間の幸福にとって、さして重要
でないものを、極端に言えば、却って不必
要なものを、私たちはあまりにも多く背負
い込み、購買し消費してきたようです。そ
してそれらがわずか十数秒で、ただの膨大
なごみと化してしまったことに、ただ、呆
気に取られていると言う状態は、私自身に
おいても当分続きそうです。人間にとって、

幸福とは何なのでしょうか？（人間の幸福・
あとがきより）この人間にとっての幸福と
は何かと言う事が宮本氏の生涯の一大テー
マの様であります。この「草原の椅子」の
中で主人公・憲太郎が言います。「人情の
かけらもないものは、どんなに理屈が通っ
ても正義ではない」俺は欧米人が江戸末期
の日本に運んできた思想は全て「理」であっ
て、「情」というものはなにひとつなかっ
たんだって気がするんだ。制度、武器、戦略、
哲学・・・。日本人はそれを「知」だって
勘違いしたんだ。でもどうも「知」じゃな
かった。ただの「理」だったんだ。黒船来
航の後は第二次大戦。その間の何十年間に、

年間100％出席	 　　　　　	 	 	 	 該 当 者 な し 	

前回（3/6　1305 回例会）の記録
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出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！
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◆ゲスト １名 東京浅草R.C.　冨井征也	様
◆ビジター ２名 東京あすかR.C.　加藤　毅	様、東京リバーサイドR.C.　栗原正雄	様



日本は古来からの「知」を西洋の「理」で
撹乱されて、遂には「情」を忘れた。それ
は日本人らしくない文化をありがたがりす
ぎた事でもたらされた錯覚だったんだと思
うな。その錯覚が日本人から大事なものを
奪った。そして、あの馬鹿げた戦争だ。そ
して、ぼろぼろに負けて、誇りも何もかも
をも失って、こんな小さな島なのに、金の
亡者になって・・・。俺たち日本人が持っ
ている「情」ってものと、西洋人の持って
いる「情」ってやつは、似てるようで少し

違う。その少し違うと言う事がとんでもな
く大きな事でね。民が有ってこその国では
ないかっていう考え方が、「理」ばっかり
にまみれた連中にはわからないんだ。

　「欲にまみれた連中にも分かりよれへん。
戦後の日本は、欲と理が手を結んで、そん
な連中のやりたい放題やったな。欲は政治
家と財界人、理は官僚」・・・・話は、陶
器屋「しのはら」の美人女将「貴志子」と、
幼く純粋無垢な少年「圭輔」がからみ、圧
倒的なラストシーンへと展開して行く。

幹事報告＜宮村幹事＞
・３月のロータリーレートは１ドル92円です。
・本日例会終了後第９回理事・役員会を開催
致します。理事・役員の出席をお願い致し
ます。

・例会変更のお知らせが来ております。クラ
ブ事務所にてご確認下さい。

・北分区クラブ職業奉仕委員会の集いの件で
北区職業委員会委員の東京あすかR.C.の加藤
さんからご説明いただきたいと思います。

委員会報告
＜親睦活動委員会　髙木委員長＞
・思いやり亭「お花見のご案内」です。
　４月６日㈯　小田原城日帰りバスツアー
を開催します。奮ってご参加下さい。

・新入会員の後上さん歓迎会を行います。
　４月25日午後６時半より〈飯田屋どじょう〉
にて開催いたします。出欠は来週例会にて
お願いいたします。奮ってご参加下さい。

＜被災地復興支援特別委員会＞
・来週、2580地区ローターアクトで気仙沼仕
事創出プロジェクト委員長　増田悠太郎さ
んによる卓話がございます。そのプロジェ
クトの一つに「買おうMade	in	気仙沼定期
購買プロジェクト」があります。これは
2580地区のロータリアンに気仙沼のお得意
様になってもらい、定期的に気仙沼の商品

国際ロータリー第 2580 地区職業奉仕委員会委員
東京あすかロータリークラブ

加　藤　　毅	様

本日は貴重なお時間を頂戴して、地区職業奉仕・職業人育成の事業についてご案内さ
せていただきます。
本年度は、職業奉仕を理論だけではなく、実践的な視線で見つめ直そうという方針を
たてています。その一環として３月 18 日㈪に「北分区クラブ職業奉仕委員会の集い」
として皆様にお集まりいただき、クラブごとまたは個々の事業所ごとの職業奉仕に対
する取り組みや考え方について意見交換をしていただこうと考えています。どうぞ今
後とも地区の職業奉仕・職業人育成の事業にご理解とご協力を賜りたくお願い申し上
げます。

加藤さんからのご説明



ニコニコボックス
＜東京あすかR.C.　加藤毅様＞
・地区職業奉仕委員の加藤です。本日は18日

に催される「北分区職業奉仕の集い」への

ご協力を賜りたくおじゃまいたしました。

＜天笠、吉田、藤掛、山尾、関原、斎藤、立野、
海内、中村、上野、永井、植木、上原、柘、岩戸＞

・冨井征也様　本日の卓話よろしくお願い致

します。

＜原田、宮村＞
・冨井さん本日の卓話宜しくお願い致します。

楽しみにしております。

＜大塚、長沼＞
・お誕生日のお祝い、ありがとうございます。

＜加藤＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う

ございました。

＜藤掛、太田＞
・今、日本にはこの夢の力が必要だ。目指せ

2020年　東京オリンピック。

＜藤田、海内＞
・梅は咲いたか　桜はまだかいな　旬の食材

で春の訪れを味わいましょう。

＜太田、渡辺、藤掛＞
・東日本大震災

　　頑張ろう東日本、立ち上がれ　日本‼

を買っていただくというプロジェクトで
す。一口２万円で年４回気仙沼の特産品が
届くというものです。このご案内が次週で
ございます。ご協力できる方がおられまし
たら是非お願い致します。

＜ロータリー情報委員会　小林（雅）委員長＞
・「第２回炉辺会合のご案内」

〈テーマ〉本音で語ろう３K（健康・家庭・
経済）について

　炉辺会合の報告会は４月10日例会となっ
ておりますので、３月18日㈪〜29日㈮の期
間に開催してください。

　
Aグループ
　◎山尾尚司　○上野雅宏　浜中清
　尾泉良和　松本勝太郎　松崎文朗
　岩田幸一　渡辺丈樹　後上清　　９名

Bグループ
　◎小池茂之　○矢野光士　折原隆

　園部容弘　笹生貞介　長島資生
　天笠悦蔵　中村義英　　８名

Cグループ
　◎髙木裕輔　○太田冨美夫　長沼一雄
　原田毅　井田健爾　藤田喜太郎
　海内栄一　上原洋一　　８名

Dグループ
　◎潮田幸一　○斎藤彰悟　古谷輝彦
　宮村義男　吉田長二　田村順二　大塚清
　小林博　岩戸正一　　９名

Eグループ
　◎伊石佳高　○関原光治　藤掛靖元　　
　植木榮　永井健一　柘利徳　小林雅純
　立野秀一　加藤昭雄　　９名

◎＝グループリーダー　　○＝書記

※グループリーダーは日時・場所が決まり
次第古谷まで連絡をお願いします。



卓　　話

＜今週担当　関原光治＞

「建築基準法の落とし穴」

㈱冨井建築設計研究所　代表取締役　所長

冨　井　征　也　様

建物を安全に建てるには

①	ここ数年、建築工事に対する訴訟事件が増えている
②	安全はどうして保てるか
③	超高層建物はどうなっているのでしょう
④	千代田区の既在建物の立ち入り検査
⑤	千代田区の既在建物の中の不適格の原因
⑥	千代田区の既在建物の中の不適格の問題点
⑦	どうしてこんな事になるのか（建築士法の欠陥）
⑧	欧米ではどうなっているのか
⑨	どうすれば良いのか
⑩	姉歯事件
⑪	どうすれば防げるのか
⑫	JIA（日本建築家協会）建築家憲章
⑬	建物を正しく安くするためには
⑭	頻発する地震、震度とは
⑮	現実はどうか
⑯	最終的な判断は費用です
⑰	東京都の緊急輸送道路

注	建物の安全性は年度だけではありません。古い建物も安全な建物は
たくさんあります。三越や日銀本店はその良い例です。お金のかけ
かたが異なるのです。従って安全にはお金がかかります。

⑱	私が普段疑問に思っている事


