
2002～2003 年度のテーマ「和  協 働  健 康」

年頭に当たって
会長 石 井  賃

平成15年の新春に当たり謹んでお慶びを申しあげます。

東京八王子プロバスクラブ2002事 業年度も早や折り返し点を迎えました。役員諸氏

並びに会員の皆さま方のご尽力の賜と衷心より感謝申し上げる次第であります。

さて、世界経済は不況の谷間から容易に這い上がれず、また思想信条 ・貧富等を要

因としたテロの脅威に晒され、不安感は日々募っております。私どもが経験し培って

きた尺度では対応できぬ多彩な進展、変化が続く中、家族、国家、世界の繁栄と安寧
を願うのは人類共通の課題でありましょう。

次世代に何かを残したい、社会に貢献したいとの想いもまた私ども共通の目的でありますし、余生を楽しみ

つつ自己実現ができたら素晴らしいことと思います。私どもが取り組んできたプロパス生涯学習サロンはその

具現化の一つであります。過去6回の実績を持ち、補マンネリ化の議りありとは申せ、社会から認知され定着

した事業に成長して参りました。本年度も種々準備が進行し、来る2月に開講できる運びとなっております。

全会員の創意工夫、協働で7回目のサロンを一層充実したものにしたい。そして、クラブの礎を更に堅固なも

のとし、組織として将来に向かって羽撃きたい。・・・・。皆さま方の和 ・協働を切にお願い申し上げるとこ

ろであります。

終わりに、皆さま方の益々のご繁栄ご健康を心より祈念申しあげ年頭所感と致します。

◎第86回例会報告  (司 会 橋 本例会委員長)

日 時  平 成14年12月12日 (木)午 後0時30分 より

場 所  八 王子エルシィ 4階

出席者 会 員 58名

来 賓  八 王子南RCよ り2名

加賀谷恵副会長、療瀬武彦SAA委 員長

1.会長挨拶

お寒くなってきましたと言葉を交わすような日々になりました。

本日は八王子南RCか ら次年度の会長候補 ・幹事候補のお二人のお出でをいただいております。

前月は、小日原方面の野外研修を行い、それぞれの行事や行動のすべて実りの多いまた楽しい一日を過ごし

た。更に下旬には、いちょう祭りにも参加し、配本の手伝いも行い、これもたいへん良い成果を挙げた。各担

当委員会や関係の会員の皆さんに感謝したい。

いつもニュースの話題を提供するように心掛けているが、先般国土交通省は夢の島に植樹をして林をつくる

構想を発表したが、たいへんに結構なことと思っている。

2.来賓挨拶 (加賀谷恵 東 京八王子南RC副 会長)

ご紹介をいただき、ありがとうございます。久しぶりの出席ですが、私ども程なく20周年を迎えるので、こ

れを是非成功させるよう今から考えているところであります。今後ともどうかよろしくお願いします。
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3.新入会員紹介

矢島一雄 (やじま か ずお) く 推薦者 :西志村光治会員〉

昭和7年10月26日生 住 所 :〒192-0043 八 王子市暁町1-45-4 TEL.0426-23-3925

主な経歴 :八王子市収入役、 趣 味 :写真、登山、ゴルフ、 会 員番号 :80 所 属 :会員委員会

◇入会挨拶の後、会長よリバッジが手渡された。

4.幹事報告 (松尾幹事)

①幹事としては、この半年間、各委員会には新しい問題にも取り組んでいただき、感謝したい。

②いちょう祭りでは、たいへん成果があったと会長より話がされたが、祭典実行委員会からはまことに丁

重なネし状をいただいた。

③久回には、年度後半の会費納入をお願いしたい。会費18,000円 と10周年事業積立金2.000円 の計

20,000円 となっている。丹u紙文書を配布したのでよろしく。

5,委員会報告

◎例会委員会 (橋本委員長)

次回例会は、例会の後に新年会を計画している。幹事と相談したところ補助が出来るとのことなので、

会費は5,000円 となった。会場は富士森会館 「海苑」で午後5時開始予定であるので、八王子駅南口に午

後4時半にバスを用意した。なお新年会はいくつか楽しみの企画を考えている。

◎情報委員会 (浅輪委員長)

特になし

◎会員委員会 (西志村委員長)

①会費の徴収は当委員会が担当する。次回例会に集金するので準備願いたい。

②会員名簿を作成する。訂正事項があれば、申し出願いたい。

◎研修委員会 (塩沢委員長)

①野タト研修は35名参加で実施した。小田原城の資料解説 ・案内では野田正久会員にお世話になった。また

、  多 くの会員にも協力いただき、お礼を申し上げたい。バスの中ではレクリエーションも楽しんだ。

②研修委員会では同好会の活動を推奨している。後ほど紹介があるので希望の方はご参加いただきたい。

◎地域奉仕委員会 (浜野委員長)

①いちょう祭りの件、先月の野外研修の折に通行手形を販売したが、預かった手形は完売した。なお、いた

だいた割戻金は、本会計に入金した。

②また、いちょう祭りには2日間で20名の会員に協力いただいて、 リサイクル図書の配布を担当し、予定の

約7割方を消化した。たいへんご吉労様でした。

③第7回生涯学習サロンについては、このほど日程と各委員会分担事項を確定したので、理事会にて各委員

長に配布した。分担事項については、理解 ・協力を願いたい。

④また、このサロンには全員の登録をお願いする。登録料は2月例会に集金を行いたい。本日はサロン概要

紹介とサロン希望テーマ調査票用紙を配布したが、希望を調査票に記入の上、次回例会までに提出願いた

い。なお希望の調整が考えられるがご理解下さい。

6.卓話 「図書館ボランティアの活動」 療 瀬智子会員

わたしが活動している八王子図書館ボランティアの会は、平成8年10月に発足した有志の組織である。

その1年位前のこと、歴代教育長 ・歴代図書館長 ・図書館協議会の関係者やOBな どが集まる機会があっ

た。そのとき、何か図書館のお役に立つことはないだろうかという話題が出て、それが端緒となつた。そし

て、会則を作り、有志も入って30人程度になった。

メンバーは、何と言っても本が好き図書館が好きという人々で、当初は、図書分類十進法や、図書の配置、

修理法などを学び、とにかく素人にできる配架の手伝い。簡単な修理 ・お話の会などをすることにした。

その後、会の事業も図書館行事参加 ・事業の手伝いや、研修見学会 ・講演会の開催などと拡大していった。

夏休みに小 ・中学生を集め、図書に親しむよう奨める行事も手伝う。また除籍の手伝いもするが、その図書

は、本の足りない学校や市の施設、いちょう祭りなどでリサイクル図書として活用されていて、活動が大きく

役立っていることを知り嬉しい。現在は協力というかたちから図書館と共に働くことになってきている。
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私は主としてお話の会に出ているが、 「大きなかぶ」の話をしたときは、子どもたちの掛け声の唱和もあ

って実に楽しいものであった。子どもたちが受身だけではなく共感できることがよかったと思う。

先月には総会があり、今まど子先生が 「本が消える」というお話をされた。大量に使われている西洋紙

は、和紙と違つて酸性紙であるために、保存が長期に出来ないことがあるという。図書という貴重な文字

の文化が消えるという警告は、たいへん大きな問題ではないかと改めて感じた次第である。

7.その他

○人権週間に際しその紹介と 「人権の擁護」冊子等の配布 (廣瀬智子会員)

○お茶の会 「一期一会のお茶のお誘い」 (阿部治子会員)

8.懇談

今月は、各委員会ごとでの情報連絡、相互理解等を目的に約25分間、それぞれ意見交換を行い今後の運営

方針について話し合った。

9.プロバス讃歌斉唱

10.閉会挨拶 (立川副会長)

早いものでもう12月、一年の努力を振 り返る時期になりました。年を重ねると言うことは、まさにこのこ

とであろうと思う。来年の子支は未だが、この半年、動物をテーマにいろいろな話題提供を行ってきた。人

間の世界でも健康問題 ・医療費 ・運動など、我々には考えさせられる問題も多い。例えばこのまま平均年齢

が100歳になったら、果たしてどういう社会になっているのだろうか、興味を感じることもある。

会員の皆様、どうか良いお年をお迎えになり、そして、年を改めて、新年にはまた元気な顔でお会いする

ことを楽しみにいたしたいと思います。

泣致事件の帰趨

銀行に強盗が押し入って、人質をとって立てこもっ

ている。犯人は警察に逃走用の自動車を用意しろと言

う。警察は車の準備が出来たと嘘を言って、犯人をお

びき出して捕まえる。誰も警察が嘘を言ったことを非

難しない。

北朝鮮に立致された日本人5名は、日本に5曰くらい

滞在してから、一旦北朝鮮に戻り、あらためて家族を

連れて日本に帰るものと、一般の人は考えていた。と

ころが、日本政府は5日を過ぎても5人を帰さない。

北朝鮮側は、日本政府が約束に違反 したという。日

本側は、泣致被害者の家族を日本に来させるのが先決

だと主張する。

新聞によれば、日本政府内には、5人を一旦

帰そうという考えと、帰すべきでないという考えがあ

り、調整の結果、帰さない方針をとることになったと

報じられている。

北朝鮮政府を銀行強盗と同じ凶悪犯人だと考えれば、

】ヒ朝鮮政府に対しては約束を破ろうと、どうしようと

かまわない。約束は無効である。しかし、北朝鮮を、

とにもかくにも国際社会の一員であると考えれば、約

束は約束として守るべきだということになる。もとも

と、国際社会は法を守る国の集まりとされているので、

サダム ・フセインや金日成 ・金正日親子のような人物

藤野  豊

が率いる 「ならずもの国家」があるとは予想 していな

もヽ。

理屈だけを考えると、北朝鮮の方が筋が通 り、日本

政府の主張は問題のすり替えのように見える。私は5人

をJヒヘ帰せといっているのではない。日本人だけでな

く、世界の多数の国の人々が、日本政府の主張に賛同

してくれるような理屈はないものかと思う。私はそう

いう理屈は探せば必ずあると思う。 し かも、その理屈

は事態が起こってから見つけ出すのではなくて、事前

に、万一の場合を考えて 「つまずきの石」をあちこち

に埋めておいて、いざというとき相手に踏ませること

ができるような準備が必要であろう。

ユダヤ人は数千年来他民族に取 り囲まれ、他国の包

囲の中で生きてきた。そのため自分を正当化するため

の理屈と証拠を常に準備 している。イラクのサダム ・

フセインもこの期に及んで自己正当化の理屈を述べて

国際世論に訴えている。ブッシュ大統領が、Jヒ朝鮮よ

りもまずイラクを叩けと決断 したように、フセインは

金正 日よりも悪いほうでは上手であろう。フセインよ

りは組みしやすい金正日に対抗できる日本の理論を考

えましょう。常に世論を味方につけられる理屈を考え

出しましょう。その努力を怠って、忠臣蔵の殿中刃傷

や真珠湾攻撃の愚を繰 り返さないようにしましょう。
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◎投稿 私 の履歴書
我が故郷

“
讃岐の国

"

徳永 保徳

1937年私は讃岐の国 (香川県)で 生まれた。最近テレ

ビ、新聞、週刊誌で東京進出の話題の多い讃岐うどん、

弘法大師の四国八十八ヶ所遍路の旅、又自然の景観も素

晴らしい。標高はさほどでもないが、西行が 「讃岐には

これを富士といひの山朝げの畑たたぬ日もなし」とうた

ったように讃岐富士の愛称を持つ山容の美しい飯野山、

大小の御握 りやお霞頭の様な山々、降雨量が少ない対策

の満濃池に代表される大小無数の溜池、波静かな瀬戸内

海の紺碧の海と調和して美しい島々と瀬戸大橋が溶け込

んで、帰郷の折り空から見る風景は、まるで箱庭の様に

美しい。気候が温暖で年間を通じて晴天が多いことであ

げられることに、今は姿を消したが 「讃岐三白 (塩・綿
・砂糖)の 一つ製塩業も気候が育てたもので特に冬は抜

けるような青空の広がる日が多い。そんな環境の中で毎

日讃岐富士を眺めながら農家の九人兄姉の六男の木子で

育った。

終戦の年は小学校三年で当日は暑い最中で、友達の家

で藁草履を造つていたことを覚えている。私達は戦前、

戦後の教育を受け、その後世の中の仕組みや制度が変化

する中で境界点を何とか滑り込み年金生活を迎えること

が出来た。今迄の人生を総括すると、1955年社会人とし

てスター トして55年体制の中で、一生懸命働き努力すれ

ば世の中がそれなりに応えてくれる ミ
恵まれた時代、を

送ってきたように思う。

1955年松下電工榊に入社、東京、北九州、熊本、横浜、

札幌と45年間転勤生活、多くの方々との出会、交流が忘

れられなく今も続く、生涯大切にしたいと思っています。

運良く役員にもなり、最後は関連会社の社長で2000年に

63才で退任、今は非常勤の名誉顧間で毎日が日曜日の生

活である。

うどん=讃 岐 (香川)を 連想されるほど、今では全国

的に有名な讃岐うどん、腰の強さと艶やかさ、程良い塩

加減は讃岐うどんならでは、その秘密は讃岐平野でとれ

る良質な小麦と土三寒六 (夏は塩一水三、冬は塩一水六)

と呼ばれる独得の調合法にあります。

シンプルな 「かけうどん」から瀬戸内海で捕れる魚介

類を使った 「うどんすき」までメニューは様々あるが、

何と云ってもあげたての麺を冷たい井戸水で洗い、生醤

油をかけて食べるのが一番だろう。

瀬戸大橋のまだ無い頃の帰郷する時の一番の楽しみは

夜行列車瀬戸号に乗り、宇高連絡船で宇野から高松へ到

着すると匂ってくる懐かしいうどんの出し汁の香り、た

まらず駆け寄っていただくうどんのうまいこと、故郷に

帰ってきた事を実感したものです。

子供の頃強烈に残っている情景がある。夏の太陽のギ

ラギラ輝く暑い盛 りである、八十八ヶ所巡りの母娘の二

人連が我が家の庭先に立った。母親が自分に替ってお大

師さんに御参 り頂きたいとの願いを込めてお米をずた袋

に収め接待する後ろ姿と、自衣に輪袈裟をかけ、頭には

菅笠、金剛杖を持ち地下足袋に脚絆、手甲をして手には

数珠を持って般若心経をとなえる声とすき通るような鈴

の音が今も記憶に新しい。幼な心であったが何時か私も

訪ねてみたいと思い続けていた。

2000年4月29日その夢が実現することになった、40回

目という先達の方のご案内で7日間かけ大阪から車をレ

ンタル、鳴門海峡を渡って一番寺の霊山寺から八十八

番寺の大窪寺で ｀
結願、無心の7日間でした。

8月1日高野山、11月8日宝生寺、2001年4月18日弘法大

師 (空海)が 中国に渡って修業した青龍寺に参拝した。

永い間の思いが正に ｀
結願、した時であった。すがすが

しい気分であつた。

2001年1月22日の朝日新聞でプロバスクラブのことを知

つた。早速生涯学習サロンに申し込み勉強させて頂い

た。翌年会員にさせて頂き、71回目の例会から参加させ

て頂いている。会員番号も71番何かの縁かなと思つてい

ます。

早いもので 1年 半を経過したが不勉強でまだお顔 と

お名前が殆ど判らないのが正直なところです。今回の投

稿を通じて私の一端を申し上げる機会を頂き感謝してい

ます。

しの法律Q&A
(貸金の催促)

(10)

成 田 章

友人に10万円を貸しましたが、利息や返済方法は何

もきめませんでした。急にお金が必要になったので

すが、直ぐ返してもらえるでしょうか。

友人との関係は、返済期限のない貸金契約というこ

とになります。

あなたは、相当の期間 (4～5日)お けばよいでしょ

う)を 定めて、いつまでに返して欲しいと請求出来

ます。利息は友人との契約が商人間の貸借というこ

とであれば年6分の利息を請求できますが、そうでな

い限り、利息は取れません。しかし、遅延損害金は

上記の期間の切れる翌 日から年5分の割合で取るこ

とができます。

◎連載 く ら

Q :

A :
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東京八王子プロバスクラ

2002～2003 年度のテーマ「和  協 働  健 康」

◎第87回例会報告  (司 会 橋 本例会委員長)

日 時  平 成15年1月9日 (木)午 後5時より

場 所  富 士森 「海苑」

出席者 会  員 53名

来 賓  東 京八王子南RCよ り2名

神山晴雄会長、中島郁夫幹事

1.会長挨拶

皆様と共に元気に新春を迎えることが出来まして、改めておめでとうと申し上げたいと思います。

2003年 初例会に、八王子南RCか ら神山会長 ・中島幹事のお二人にお出でを頂き、有難く思っております。

年頭所感については、プロバスだよりに記載させて頂いたのでお読み頂き、今後共ご協力をお願いする。

最近入手した情報によると、全国80余 りのプロバスクラブの中で最大の組織力を有するのは我がクラブの由、

ご同慶の至りである。クラプの発展と会員各位のご健康ご多幸を折念する。

2.来賓挨拶 (神山晴雄 東 京八王子南RC会 長)

私どもは当プロバスクラプの素晴らしい活動に大変注目している。先般、東京での会長会の折に、八王子
プロバスクラブの活動の話題提供をしたが、何時もさわやかな素晴らしいクラブであると感じている。

どうかこの一年、皆様のご健康と更なるご活躍を期待申し上げ、共々に素晴らしい年にしたい。

3.新入会員紹介

下田泰造 (しもだ や すぞう) く 推薦者 :大野聖二会員〉

昭和17年1月3日生 住 所 :〒193-0843 八 王子市廿里町24-2 TEL.0426-67-1755

主な経歴 :横河電機 (株)関 連会社生産技術部長  趣 味 :大道芸、園芸、水泳、会員番号 :81

所属 :研修委員会

入会挨拶の後、会長よリバッジが手渡された。

4.幹事報告 (松尾幹事)

皆さんの元気なお顔と共に新年を迎え、まことに喜ばしい。特に懸案の事項もなく、サロンの準備も順調
に進められている。本年もよろしくお願いしたい。

5.委員会報告

◎例会委員会 (橋本委員長)

本国の例会日程は、配布したとおりで、例会第二部として新年宴会となる。なお新年会は米林副委員長が

司会を担当するのでよろしくお願いする。

◎情報委員会 (浅輪委員長)

①プロバスだより新年号は、表紙を初めてカラー刷 りにしてみた。

②プロバスだよりに多くの会員から投稿を頂き、掲載している。それぞれに味わいもあり、紙面も娠やかに

なるので、編集担当としては大変有難い。未投稿の方を優先するのでお待ちしている。

③サロンの記録は情報委員が担当するが、委員会で話しあった。そこでお願いであるが、用語やまとめ方の

点もあるので、できれば各話し手のかたから内容の要旨等を記録者に連絡頂ければ大変有難い。

◎会員委員会 (西志村委員長)

①本日、会員名簿を配布した。

②親睦旅行を計画している。研修委員会との連携も必要であり、7月までに実施したいと考えている。
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◎研修委員会 (塩沢委員長)

①お茶の同好会、現在11名の参加申出があり、いよいよ月一回の活動を始めることとなった。なお、希望

の方はいつでもご参加頂きたい。

②次回2月例会での卓話は大高会員、次々回は北川会員の予定となっている。

◎地域奉仕委員会 (浜野委員長)

①第7回 生涯学習サロンについては2月から5月まで実施するが、全員の協働が必要だ。意思疎通を充分に

図り、各委員会の分担事項については理解 ・協力を願って、成功裏に終了したいと考えている。

②市や教育委員会等の後援も得たので、カリキュラムと日程を印刷し、1月6日にはリピーター宛にサロン

案内状を送付した。すでに19件の中し込みが来ている。

③会員のサロン希望テーマ調査票は、本日までに提出願いたい。

④会員のサロン登録料は2月例会に集金を行う。

6。その他

○第5回 プロバスクラブゴルフコンペ開催 (4月 17日、津久井湖CC)の 案内 (ゴルフ部 橋 本義和幹事)

○第4回 市民講座 「中 ・高齢者の食生活と生活習慣病― 健康長寿を目指して一一」の案内 (長町幸雄会員)

7.プロバス讃歌斉唱

8.閉会挨拶 (ヨ |1副会長)

平成15年の初例会に、大勢の皆様の出席で、大変嬉しく思いました。

今年の干支は未だが、ひつじはとて も 人間に貢献している動物だ。織物や肉ばかりでなく、ヴァイオリン

の弦に、テニスのラケットに、書の毛 筆 は高品質と、その効用は幅広い。またひつじは暖かい。優しいイ

メージがある。

暖かく優しい仲間づくりを、この一年頑張りましょう。

◎2003年  新 年懇親会 (司会進行 米 林仲恭例会委員会副委員長)

1.開 会 石 井会長の挨拶により娠やかに開会

2.乾 杯 松 尾幹事の発声により楽しく乾杯

3.余 果 下 国会員により南京玉すだれを披露

4.懇 親 ビ ンゴゲームで全員に賞品が当たり、カラオケでのどを競い、また和やかに歓談した。

5.閉 会 ヨ |1副会長の挨拶により余韻をのこしつつ散会

帰りには、RC神 山会長のご好意で調達出来たワインが、お生産として全員にプレゼントされた。

◎同好会短信  プ ロバス囲碁会の活動
一年前より、毎月1回囲碁の会を開いています。

初心者から、ベテランまで、皆が楽しめるよう、棋力に応じたハンデキャップ点数制を設け、勝てば上が

り、負ければ下がるやり方で、適当に刺激を受け、囲本を楽しんでいます。現在、最もな力しているのは、

「自ら初心者と自認されている方々がいかに楽しめるか」です。

囲碁はボケ防止に良いと言われています。俺はボケないからと言わず、ぜひご参加下さい。

日時 :第 4木 曜日 (生産学習サロンのある2・3・ 4・ 5月 は第3木 曜日)

午後 1時 から5時 まで

場所 :台町市民センター

会費 :月 500円                               (幹 事 吉 田信夫)
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◎随想 若 者達と活動の場
大山  泰

大晦日から元日の朝にかけて、各地から集まって中

央高速の料金所を突破 して富士山方面に向かう暴走族

を取 り締まる警察との様子をテレビニュースで見たこ

とがある。恒例のように毎年繰 り返されるらしい。

11月末頃だったかNHKの 「クローズアップ現代」

で広島県の暴走族の取 り締まりについて取 り上げてい

たことがあった。ご覧になった方もあると思う。

傍若無人の暴走行為に、一般住民からは取 り締まり

の要請が絶えずあり、警察も取 り締まりを繰 り返 して

きたが実効のある取 り締まりができないままである。

警察としては、何とかリーダーを検挙 したい。最後の

手段としては、 リーダーの四輪草をパ トカーで包囲し

パ トカーを打ち当てるしかないと考えた。

暴走行為の連絡が入った警察は計画を実行に移 し、

リーダーの検挙に成功 した。思いも懸けない警察の行

動と、 リーダーを失った暴走族は、その後のパ トロー

ルの強化とも相倹って、暴走行為も影を潜めると同時

に、衛中での集会もなくなったという。取 り調べを受

けた17才のリーダーは、暴走に走った理由の中で、若

い力をスポーツなどもっと有益なことに向けろと言わ

れるが、そんな場所はない。家に帰れと言われても様

々な理由で自分の居場所がないとも述べていた。

暴走族に代表されるように、20歳 前後の若者が関

わる不法行為や非行など、マスメディアを通 して連日

のように目や耳にしていると、極一部の若者の行為で

あることを承知 しながらも、現在の若者像のようなイ

メージが出来てしまい、街中で見掛ける若者達の行動

をそんな国で見て勝手な解釈をしてしまい力ざちになる。

現職中に若者達との直接的な関わりが殆ど無かったた

めかもしれない。定年後、 「八王子青年の家」で嘱託

をしたが。青年の家は、利用団体が独自の計画で活動

をするので、職員が活動に加わったりすることはない。

ただ、年に数回青年の家が実施する主催行事には、若

者達をボランテ ィアとして募集する。都の広報紙や、

ラジオの都民ニュース等を通 しての募集だから応募者

があるのだろうかと不安を感 じたが、その都度ほぼ必

要数の応募があったのには驚いた。見かけは茶髪だっ

たり、現代風なラフな服装等をしている者もあったが、

見かけや応募の動機などに関わらず、活動は積極的だ

し、真剣に取 り組むし、職員のお手伝いなどという気

分の者はいない様に見受けられた。小学生を対象にし

た 「野外活動Jで は、互いに初対面の小学生と寝食を

共にしながら汗水たらして面倒を見たり、身障者を対

象にした活動では、車椅子や食事の介護など不慣れな

ことにも体ごとぶつかって行 く姿勢など、直接関わっ

てみる若者は、見かけに関係なく悪い若者像を払拭 し

てくれた。短期間ではあるが活動を通 して充実感を感

じるのだろう、また、新 しい仲間も作れたのだろう、

時間や仕事の都合がつけば、殆どの人が次回の募集に

は応募 してきたようだった。青年の家は主催事業を通

して、青少年のボランティアを養成 したりその過程で

青少年の健全な仲間作 りの場としても一役買っていた

ようだ。

昭和30年 代、当時全都に普及 しつつあった週休 ・

一斉休業待4により、勤労青少年の余暇利用の必要性か

ら青少年の健全育成の場として昭和34年 「東京都青年

の家」が八王子に設置されたのが始まりで、その後 「

八王子青年の家」と改称された。最終的には多摩地区

を含め7所 設置された。設置の趣旨が勤労青少年の少

人数の団体が、日帰 り若 しくは宿泊を伴っての活動の

場として、安価で気軽に利用できる施設ということで

あったから、宿泊施設はもとより活動に必要と思われ

る設備は一応整えられている。設置当初は勤労青少年

団体の利用が多かったので十分に対処できていたが、

利用団体が1多様化 してきた上に、活動内容も変化 して

きて施設も次第に老朽化が進んでくるので、都として

は時代の変化に対応できるように、7所 を統廃合 して

大きな施設を作る 「ユースプラザ構想」を打ち出して

きたが、都の財政事情も苦 しくなってきた時期と重な

ったため、7所 を順次廃止することだけが平成6年頃に

決定された。八王子も平成13年度で廃止され、現在は

2所を残すのみとなった。それも平成16年度に区部を、

17年度に府中も廃止されることにな り、既存の青年の

家は完全になくなる。 「ユースプラザ構想」の設置場

所については、2年ほど前の新聞に統廃合により廃校

になるデ(王子市内の都立高校の跡地をそれに当てると

いう記事が載っていた。もし新聞記事のようになるな

ら、若者達の活動の場として十分に応え得る施設が造

れると考えられる。青年の家は単なる宿泊施設ではな

いので、施設ではないので、利用団体の活動の場を確

保 しなければならない。 し かし今までのような/J規ヽ模

施設では、活動場所に限りがあるため、宿泊人員には
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余裕があっても利用を断らなければならないこともあっ

たし、スポーツのサークルなども遊び程度の施設しかな

いので本格的な活動には向かない。音楽関係でもロック

系の活動は、宅地開発の波が押し寄せ施設に隣接してき

たため断らざるを得なかった。利用団体とりわけ青少年

団体の活動に十分応えられなくなってきていたのが現状

だ。

先日、新聞の多摩版に中学時代、学校でも近隣からも

手の着けようが無いと評判の元悪ガキ7人組が、養護施

設児童支援のためチャリティーコンサー トを開いたとい

う記事が出ていた。3年生の時ギターに興味を持った7人

組のため、生活指導主任が、中学校に練習の場を配慮し

てくれた。その後、熱心に練習に励みロックバンドを編

成してのことらしい。

スポーツにしても、ロックにしても、また、ボランテ

ィアの養成にしても、若い力を思い切り発散できる場の

必要性を痛感する。 「ユースプラザ構想」というのが実

現すれば、正に若者達に、気軽に利用できる場を提供す

ることが出来るはずだ。不十分ながらも活動の場を提供

して来た既存の施設を廃止してきた今、都財政の悪化を

理由に青少年の健全育成の場の一つとなる 「ユースプラ

ザ構想」までが廃止されることがないよう真剣に考える

べき時だと思う。

～落書帳～

健康増進旅行というキャッチフレーズに惹かれて

行ってみた。信州鹿教湯 2泊 でウオーキング ・温水

プール体操 ・クアハウス入浴 ・健康診断など盛りだ

くさん、なにか元気になったような気がした。京工

線でも中高年ウオーカーをよく見かけるが、やはり

健康には誰しも相当な関心を持ち、また常にその努

力を怠 らないことであると思った。  (Z〉

【まる掘預い】

例会欠席の ご連絡は、お早めに直接下記 に

連絡先

◇例会委員長 橋 本義和 T E L / F A X  6 3 - 8 8 4 5

◇  副 委員長  米 林伸恭 T E L / F A X  2 5 - 3 1 4 9

◎連載 く らしの法律Q&A(11)
(身元 保 証 人 の責任 )

成 田 章

5年前に友人に頼まれて息子さんAが就職刷るときに身

元保証人になりました。保証期間は決まっていなかっ

たと思います。

保証人になったことも忘れていましたが、先日、半年

前にAが会社の金を使い込みをしたとかで会社から金

100万円の損害賠償請求がきました。支払わなければ

ならないのでしょうか。

身元保証というのは、被保証人が会社に損害を与えた

場合に、その損害賠償義務を保証するためのものです

から本件の場合が典型的な例といえます。

しかし、身元保証人に長期間責任をおわすことは酷で

す。そこで、 「身元保証二関スル法律」は、期間を定

めないものについては、その保証期間は3年に限られ

るとしていますし、5年以上の保証期間を定めている

場合には、5年に短縮すると定めています。

したがつて、本件の場合は、保証期間を決めていない

のですから、その保証期間は3年であり、責任を負う

必要はないということになります。

なお、次の事情があるときは、会社は遅滞なく保証人

に通知しなければならないことになっており、この場

合、身元保証人は将来に向かって契約を解除すること

ができることになっています。

①本人が業務上不適任、勤務上不誠実なことがあり、

身元保証人に責任の生ずるおそれがあること。

①本人に任地、任務の変更があり、身元保証人の責任

が重くなったり、監督が困難になったとき。

Q :

A :

◎新年会 富 士森会館 「海苑」にて
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2002～2003 年度のテーマ「和  協 働  健 康」

◎第88回 例会報告  (司 会 橋 本例会委員長)

日 時  平 成15年2月13日 (木)午 後0時 30分 より

場 所  八 王子エルシィ 4階

出席者 会  員 57名

来 賓  東 京八王子RCよ り2名

重久三行副会長、土屋隆世界社会奉仕委員長

1.会長挨拶

本田は参加者が多い上に、八王子RCか ら来賓として2名のご出席をいただき、盛会を期待 しています。

最近、各地のRCで は不況の影響もあってか、会員の増減が問題となっており種々論議がなされている

ようです。 近 く日銀総裁の交替も予定され、金融政策の処方箋について、いろいろ意見も

かまびすしく、大変難 しい経済状況下にあり、経済の行方が,い配されるところだ。

いよいよ今月から、学習サロンも始まる。全員の協力のもとに立派にやり遂げて頂きたい。

2.来賓挨拶 (重久三行 東京八王子RC副 会長)

皆様の中にもRC経 験者がおられると思うが、ご存知のとおり、RCは アメリカで始められて100年 を経過 し

ている。100年 もたちますと淀みも生 じてくるわけで、世界的にみて、そのあり方は転換期にあると思われる。

私は7年の経験を有 しますが、日常活動を通 じて、停滞感を感じざるを得ない。

最近、プロバスクラブの活動を知 り、是非一度その実際を拝見したいと存 じ、本日伺った次第である。これ

を機会に今後も参加させていただき、いろいろご教示をいただきたい。

3.幹事報告 (松尾幹事)

過ロロータリークラブの大きな集まりがあり、会長と私が出席をしたが、その会で八王子南RCの 神山会長

が当クラブの紹介をして下さったので、その後各地でもプロバスクラブを作 りたいという話も出てきた。

各地にプロバスクラブができれば、連携 してプロバスクラブの活動を発展させたい。

4.委員会報告

◎例会委員会 (橋本委員長)

1月例会 ・新年懇親会を予算の範囲内で盛会裡に終えたことを報告すると共に、ご協力を感謝 したい。

毎度中し上げるが、欠席通知は当日午前10時 までに必ず私 :橋本まで連絡願いたい。

◎情報委員会 (浅輪委員長)

会員の情報共有の観点から会報を作成 している。今後も協力をお願いする。

◎会員委員会 (西志村委員長)

かねて当委員会で立案中だったバス旅行について、理事会の承認を得たので案内を配布 した。奮って参加さ

れたい。

◎研修委員会 (塩沢委員長)

前号で報告のとおり、お茶の会を立ち上げた。世話人は近藤会員にお願いした。

◎地域奉仕委員会 (浜野委員長)

2月12日で学習サロンの応募を締め切った。現在、応募者数69名 であり、大体目標は達成 した。このうちリ

ピーターは59名 である。
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話をする人には、個別に当日準備 して欲 しいものについて書面を送付 した。開講日までに提出願いたい。

5.卓話  大 高秀夫会員

最近、身内の法事で、大変興味深い法話を聞きましたので、その話をしたいと思います。

この頃は不条理なことが多すぎるということをよく聞く。何も悪いことをしていないのに次々と不幸に見

舞われる人がいる。これは先祖の霊業がからんでいるのだという。

肉体はせいぜい生きて100年 だが、霊魂は無限だ。先祖というのは、25代 遡ると、その数は3,000万 を

超 えるという。 し たがって、先祖が どういう生 き方をしたかを知ることは不可能である。 この先祖の業

が現在振 りかかっているのだそうだ。だから、この悪業を免れるためには、日々善行を積む以外ないのだ。

現在の人間は、便利さを追求 した結果、自然を破壊 し、動植物は絶滅の危機にむかっている。物質文明は

進んできたが、心の問題が何処かに行ってしまった結果である。

最近、陰陽道とか除霊のことがよく話題にされるが、これは先祖の業が意識されるようになったからだ。

高田好脂しも今の日本は物で栄え、心で亡ぶと書いているし、瀬戸内寂聴は、和顔施 ということを言われ、

不平不満を言えばそれが我が身に返ってくると説いている。

朝、元気で起 きるということは決 して当たり前のことではなく、有 り難いこととも考えられ、これが有難

うという感謝につながっていくのだ。

有名な90才 の日野原医師は、自分は人のために3割の時間を使っているので極楽に行けると思うと言って

いる。

私は、とても3割の時間を奉仕のために使うことはできないが、少なくとも人に迷惑をかけないように生き

ていきたいと思っている。

6.懇談

今月は、旅行などのテーマで各テーブル毎に会員委員の説明、711会委員の司会で、サロン風に話し合った。

7.プ ロバス讃歌斉「畠

8.閉会換拶 (:捌1幅J会長)

先 日、テレビでバグダッドの姿が紹介されていた。戦争になれば悲惨な日に会うのは一般市民であり、平

和的解決を願うばかりである。

サロンが始まります。全員協力 して大成功を期しましょう。風邪にご注意を 1。

横町の話 石井  充

私の原籍地は、八王子市八日町1丁日1番地で、現在

の通称 み`ずき通 り、の西側に当たる。戦前の八王子

の街路は、今と違って20号 のメインス トーリー以外

は殆ど歩道というもの力ざなかったから、万事がちまち

まっとして、横丁と、路地だらけであった。

主なものだけでも、本郷横 ]‐、梅原横丁、幻ヽ谷横丁

(これが現在のみずき通 り)と あるが、横丁の名がそ

のまま町会の名になった大横町、現今では表現に問題

もあろうと思われる
ミ
按摩横丁、 ｀ゴブサタ横丁ミな

どもあり、面白いと言えば面白い。鉄砲横丁というの

もあったと聞く。 ミ按摩横丁、の方は文字通 りで解 り

よいが、
｀
ゴブサタ横丁、の方は多少の説明がいるだ

ろう。商売には浮き沈みは常で、借金がかさむと、店

を閉じて、横丁に隠れ住むのである。
ミ
ゴブサタ横丁、

に居を移せば債権者も、もうしつこく追わず、立ち直

りを待ったという。半分嘘と冗談が混ざっていても、

のどかな時代である。

さて、私の方の
ミ
みずき通 り、であるが、この1月

最長老のN氏 が逝かれた。98才であったという。夫人

も健在で97才、合わせて195才。驚くべき事である。

戦中 ・戦後を通じて、ハイカラな自転車屋というご商

売で、併せて煙草を商っていた。当時自転車屋という

ものは、大変な店数の多い流行の稼業で、この横町だ

けで2軒あったものである。煙草は昔も今も専売であ

るから、仕入れに然るべき恒産も必要である。自転車

屋というのは、当今と違い新車を売るばかりでなく、

中古車を売り、パンクを直す。道路は、ふつうゴロゴ

ロの砂利道であるから、自転車はやたらとパンクする。
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パンク直しを工業とする自転車屋もあるほどである。

子供は馬鹿にしてこれをチンチン屋と言う。中国を旅

すると、その自転車の数の多さに驚 くが、中国の自転

車屋はやはり、横丁と、路地裏にあるのだろうか。中

国では面白がって二人乗 りの輪タクにも乗ったが ・・。

話は輸タクではなく、昔の日本の人力草に飛ぶ。私

は人生で、一度だけ二人乗 りの入力車に乗った事があ

る。何と伝染病院 (当時避病院と言った)の 担送車で

ある。横幅の広い、真っ黒な幌のついた車であるが、

それに乗って運ばれれば、おおかた帰還は覚つかない

のである。避病院は現在の富士森公園甫側の野球場付

近にあったが、私は狸紅熱、ジフテリーと二度お世話

になった。一方、内科 ・小児科の開業医は邸内に専属

の車夫を置き、往診には、家紋の付いた人力車を使っ

た。つまりは一種のステイタス ・シンボルである。診

療費は高額であったから、どこの家も滅多な事では医

者にかからなかった。お医者様の人力車が、家の前に

止まれば、横丁の大事件である。事実子供は、よく死

んだ。抗生物質のない時代である。大腸カタル ・赤痢
・疫痢 ・肺炎、さらに結核。

1945年 8月2日の暁に、八王子の街はB29の 襲撃に

よって焼亡 した。追分町のY字 型の三又路に立つと

(当時バイパスはない)八 王子の駅まで、見通 しであ

る。綺麗さっぱり何もなくなったが、土蔵の焼け残っ

たのが多いのには驚いた。

あとは、お稲荷さんの基壇である。お稲荷さんは今

でも、午祭 りには、子供の 「菓子貰い」が盛んである

が、戦前とは桁違いの淋 しさである。戦前は、どの横

丁にも路地にもお稲荷さんはあった。空襲で社も鳥居

も焼け落ちたが、堅固な基壇だけは残ったのである。

満円瓦礫の中で不思議な風景である。稲荷社は商売繁

盛の神であるし、今も余裕のある家は邸内に社を持つ

ものも多かろう。昭和30年 台までは八王子に豊)|1稲荷

講もあり、団体講中列車もあったのだ。私が、かの狸

紅熱にかかったのも、横丁の稲荷の俄 (ニワカ)を 見

物中の初午の日のことで、急に高熱を発 したと聞いて

いる。 Fぉ 稲荷さんはご利益も厚いが、時によって悪

戯 (ワルサ)を 好まれるので困る」と古老は言われる。

世に 「お伺い」 (オウカガイ)と いう営業もあるよう

だが、失せ物、人事、病患等の 「伺い」について、先

方からは規を一にして、住居の近所に放棄されたる稲

荷社、と空井戸についての質問があると言う。八王子

子の旧市街区の稲荷信仰の広がりと、地下水の豊富さ

を物語っている。戦後林立のビル街は、地下街を保有

するので、街の伏流水も阻害され、伏流水の流れは大

いに変わった。一メー トルも吹き上げていた子安神社

(大明神)の 噴水も今は面影を残さない。市中の井戸

も掴れたのである。漬れた井戸は数多い。

終わりに、葬儀のことを書 く。私の知る限 り、横丁

最大の葬儀は、薪炭商K氏 の長男0さ んのものである。

Oさ んは昭和11年の壮丁、入営直後の2・26事件で、

連隊ごと懲罰の満州送 りとなる。日中戦争直前の満州

である。匪賊討伐 (というものがあった)で 、あっと

言う問もない名誉の戦死である。1936年 の戦死はすこ

ぶる早い。八王子市葬第1号である。花輪は横丁を蔽

った。横丁の奥が花輸で見通せない。私は金鶏勲章を

初めて洋見 した。初年兵の事とて功七級の銀である。

大層な弔慰金だと言う。ご両親は開設されたばかりの

市営墓地にその金で大きな墓を建てた。この墓は現存

する。正面の入 り口から30メ ー トルもない、良い場所

である。然 し訪れても、誰も参詣掃苔の形跡がない。

Oさ んの家は絶えたのかも知れない。勇戦の記は某中

隊長筆で石に刻まれているが、もはや読めぬほど薄い。

とりとめもなく、恥 じ入るばかりだが横丁の話は一

段落とする。あとは路地の話だが、これ又錯綜 し、貧

民窟と、待合と、妾宅の話で、どう始まりどう終わる

か心許ない。又の機会を待つこととする。

囲 (斎械 戦舗 )
成 田 章

レス トランで食事をしましたが、沢山残ってしまい

ました。そこで、残り物を持って帰りたいと言った

のですが、断られてしまいました。残ったものは自

分のものと思いますので、断るのはおかしいと思い

ます。持ち帰ることは、出来ないでしょうか。

レス トランでの飲食の法律関係は、客と店の間でな

される飲食物及びこれに関連するサービスの提供を

内容とする契約と解されており、飲食物の売買とは

されていないようです。したがって、残り物の所有

権はレス トランにあり、持ち帰りを断ることは自由

ということになります。法律論は別として、レスト

ランは、中毒等の事故発生を恐れて断っていること

が多いのでは無いでしょうか。

Q :

A :
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◎随想 俺はまだ若いんだ !

岡 田 尚

プロバス年齢を過ぎてから、さて今からの余生をどう

過ごそうかと考えた。一番良いのは自分の好きなこと

をして遊んで暮らしたい、でも毎日何をして遊ばうか

な ?。 金もないし、これといった趣味も無い俺は一週

間も保たないだろう。多分一日中ゴロゴロしていて、

組大ゴミとして嫌われるのが落ちというもの。それで

は世のため、人のため、何か役立つ事を、なんて格好

の良いこと言つたつて、所詮長続き出来っこない。残

念だが矢っ張 り俺は死ぬまで働くしか能がないのか。

何か面白そうな仕事はないものかと思っているとき、

新聞の折 り込み広告で 「PRニ ュース」というチラシ

が入ってきた。B4判 で何軒かの広告を掲載して定期

的に発行するチラシである。小さな商店を対象に、安

い価格でやれば、案外喜ばれ面白いかも知れないと考

えた。

それでは、どの地域を対象に、月に何回発行するか、

何部必要で経費はいくらかかるか、原稿 (版下)制 作

は、印刷は、いくら儲かるか ?な ど次第に本格的にな

ってきた。印刷はどこかに頼むにしても、版下ぐらい

は自分で製作しないと経費がかかり過ぎ安く出来ない。

コンピューターは難しそうだがワープロならなんとかな

るだろうと、すぐヨドバシカメラに直行、カシオのワ

ープロを購入、説明書と首っきりで練習、1週間ほど

で何とか文字だけは打てるようになった。印刷は桂さ

んの経営する造形美術印刷にお願いすることとし、タ

イ トルは 「ショッピングニュース」、B4版 で西八を

中心に2万部を月2回発行と決めた。

ここまでは、頭で考えるだけなので、誰でも簡単に

出来るが、紙面を埋めるためには、広告を出してくれ

る店や会社を毎回10～ 15件獲得する事が必要だ。そ

こで第1号チラシ発行をlヶ月先と決め顧客獲得の行

動を開始した。どんなチラシが出来るのか、見本が無

いのでお客に解ってもらうのには一吉労したが、何と

か順調 ?に 1号紙、2号紙と発行を続ける事が出来た。

休まずに続けるのは結構しんどかったが、一年程は夢

中でやつてきた。でも次第に広告の作 り方に不満を感

じる様になったり、又経費の面でも印刷は自分でやら

なければと考えるようになり、そこでリコーの印刷機

を買つてしまった。印刷機を買つたら、このテラシだ

けの印刷では勿体ない、ということで 「コピーより安

くて速い印刷」という広告をこのテラシでPRし 始め

た。ところが、以外にも簡単に、いろいろな注文が

入るようになり、ニュース紙の発行と一般の印刷がダブ

って発行締切日近くになると、仕事量が厳しくなり始め

た。そんなとき、名古屋にいる家内の父危篤の報があり

、初めてショッピングニュースを休刊せざるを得ない事

態となった。

おかしなもので、今まで張りつめて休まず発行してき

たのに一度の休刊で気がゆるんでしまった。ショッピン

グニュースを発行するよりも、あまり努力をしなくても

お客さんの方から持って来てくれる印刷の方が楽だ (こ

の年になって、そんなに苦労までしなくてもと自分自身

を納得させて)と 考える様になってしまった。ところが

苦労しなくても簡単に出来ると思っていた印刷が、その

奥の深いこと、種類の多いことに驚くばかり、あれも欲

しい、これも欲しいと、ついにオフセット印刷機まで揃

え、いよいよ印刷屋になってしまった。

そうなるとワープロでは限界を感じるようになりMac

のコンピューターを入れることにした。仕事をしている

とコンピューター教室に通う時間がとれないため、いろ

いろな説明書を買ってきては読んではいるが、難しくて

理解できず、何でもっと易しく書いてくれないんだとば

やきながら、又違う説明書を買つてきては、書棚をにぎ

わしている始末である。

最近では特にお客さんの方がコンピューターに詳しく

なって、原稿をメールで送るからとか、データーで持ち

込んでもいいかとか、あ―だこ―だと難しいことを言っ

てくる。今までは年寄 りには解 らん、と断ってきたが、

最近ではそんなことではもう済まなくなってきた、困つ

たものである。そしてやっとコンピューター教室に行 こ

うと決断したのに、2～3回通っただけで運悪くその教室

は閉店してしまい、又独学?す る羽目になってしまった。

はじめてのIullstrttOr8.0とかPhotoshopウラ技テクニッ

ク、PageMaker入 門、だれでも解るイラス トレーターな

るビデオなど教材だけには不足はない、ただ頭がついて

いかないだけである。誰か優しく手を取って教えてくれ

る可愛い人でもいないかな ?。

私の隣で毎日コンピューターに向かって頑張っている

86歳になろうという桂さんを見習って、俺は未だ20才も

若いんだ、頑張らなくっちゃ―と思う毎日である。
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高集 ・発行 ・情報委員会東京八王子プロバスクラ

                      2。 。 3  4 ,10
▼  2

2002～2003 年度のテーマ「和  協 働  健 康」

◎第89回 例会報告  (司 会 橋 本例会委員長)

日 時  平 成15年 3月 13日 (木)午 後0時 00分 より

場 所  八 王子エルシィ 4階

出席者 会  員 54名

1`会長挨拶

今年の冬は寒かったが、庭の木瓜の菅も膨らんで春も近づいた。 し かし、世の中は混沌として人間の生き

方、考え方にも寂 しいものが感じられる。

こうした中、 「とんとんむかしばなし」を皮切 りに、先々週から第7回生涯学習サロンが始まった。学習

サロンは我がプロバスクラブの大事業である。はじめからこの事業に取 り組み、今回で7回 目になるが、こ

れだけ一つの事業を継続 しているクラブは他に類を見ない、過去2回ほど、不慮の出来事で講座の中止や担

当者の変更があった。今年はそういうことのないよう、また参加者全員に満足 してもらえるように最後まで

協力をお願いする。

2.幹事報告 (松尾幹事)

①理事会で総会の日程を6月 12日 (木)に 決定 した。詳細は担当委員会より説明がある。

②各委員会で意欲的に事業を計画している。それぞれの事業が成功するよう協力をお願いしたい。

3.委員会報告

◎例会委員会 (橋本委員長)

①今後のサロンと例会の出欠を確認 した。なお、例会の欠席については直前でもよいから。連絡をお願いする。

②総会日時 6月 12日 (木)5時 ～6時、総会終了後6時～N8時 まで懇親会。

場所 ホ テル八王子ニューグランド。

なお、総会の詳細については次回報告する。

③次回の例会 (4月 10日 )も サロンと同時開催のため、開催時間が12時 になるので間違いのないようお願い

したい。

◎情報委員会 (浅輪委員長)

①積極的な投稿をお願いする。

②サロンの話し子の方は、話の骨子を情報委員会の記録担当者まで提出するようお願いする。また、記録

担当者がまとめた原稿の校正をお願いしたい。

◎会員委員会 (西志村委員長)

親睦の一泊旅行の出欠の届けを本日中にお願いしたい。現在の参加者は26名。

◎研修委員会 (塩沢委員長)

①サロン開催中のため、今月と来月の卓話は中止する。

②お茶の会を3月7日に行い、参加者は9名であった。さらに多くの方の参加を希望する。

◎地域奉仕委員会 (浜野委員長)

①サロンの最終登録人数は、会員61名、一般70名 と日標を達成した。

②開講式の出席者は来賓4名、会員47名 (出席率94%)、 一般50名 (出席率83%)。 全体では97名 (出席

率88%)で あった。

③サロンの欠席については、前日の午前中までに佐々木委員まで連絡をお願いしたい。
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④野外サロンの案内と申込書を本日配布 した。受付を担当する会員委員会と例会委員会の方、申し込みの受

付等お願いしたい。なお、参加費は次回 (3月27日 )に 徴収する。

4。その他

ゴルフ同好会より、4月 17日のコンペは5組で決定 した。

5.懇談

今回はサロンと同時開催のため、食卓を各委員会ごとにまとめて、連絡事項の伝達と簡単な打ち合わせを

食事をしながら行った。

6.プ ロバス讃歌斉唱

7.閉会挨拶 (コ |1高1会長)

過日、エコロジー、地球環境問題で活躍されている村内電気の会長と話す機会があった。生ゴミの処理や

エコカーなどの話を聞き、一人一人が地球を考えて行動することが如何に重要であるかを痛感 した。

サロンも順調にスター トした。良かったといえるサロンになるよう、閉講式まで全員で協力 し合って行き

たい。

◎第7回生涯学習サロン開催状況 (開講式から第2週まで)会 場 :八王子エルシィ

○開講式   2月 27日 (木)13:30N

O特 別講話  「 八王子のとんとんむかしばなし」

講師 菊 池ただし氏 (桑都民族の会 。とんとんむかしの会 ,日本民族学会 ・高尾山語り部の会)

①サロン第1週 3月 13日 (木)14:00N(テ ーマ及び話をする人は次のとおり)

A「 医者と患者の関係を良 くする為の心構え」

B「 日本武尊は八王子を通過 したか」

C「 中国革命の成否を決めた 「西安事変と張学良』」

D「 光の小道具と江戸の文化 ・産業 ・科学」

○サロン第2週 3月 27日 (木)14:00～

A「 日本を生きたモラエスの生涯」

B「 くらしの法律よもやま話」

C「幕末、維新の多摩一八王子千人同心の活躍と解体」

D「 世界の歌めぐり、音楽めぐり」

↓八王子とんとんむかしばなし

長町幸雄会員

大野聖二会員

渋谷文雄会員

永井昌平会員

梅木松助会員

成田 章 会員

野田正久会員

五十嵐淳会員

菊池ただし氏
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◎投稿 数 学四方山話

*皆 さんが歩くとき、
はいませんか?

川津 鐵植

やや外またに歩 くクセのある方

図のように靴の長さをacIII、足の開きの角を進行方

向に対してθ
°

だけ外向きだと考えると一歩につき、

a一acos θだけ一歩の進む長さが短くなります。

例えば靴のサイズを26cm、 外向きの角度を20° とす

ると26-26× cos20°=26-26× 0。94≒ 1.6で、足を

真直ぐに踏み出す人に比べて一歩につき1.6cmず つ損

します。時足4kmで 歩くとき、100m進 むのに、1.5分

かかります。個人差はありますが、だいたい100m歩 く

のに130歩 位かか ります。 したがって1分間歩 くと

約87歩を要するので、1.6cm× 87≒140cmで 、1分間

歩くと約lII140cmの差がつきます。1時間歩くと、84m

の」差がつきます。私は学生時代に意識して歩き、ほ

ぼ矯正することができましたが、その代償として靴の

かかとの外側が減 り易くなります。

ちなみに、女性の足を美 しく見せるには、や 外ゝま

た気味の方が写真に撮るときにはいいようです。

*最 近消費税の関係で、一円玉が不足 したり、たまり

過ぎて困ることはありませんか。

私は、登山や野外活動をしていた関係で、常時10枚

の一円玉を持ち歩いています。ヒマラヤに行った時は

大変役に立ちました。
一円玉の直径は2cm、 厚さは1.5mm、 重さはちょう

どlgです。野外で物量を計るときに大変便利です。

*100枚 の紙幣の厚さは約9mmと ぃわれていますから

100万 円で9mmで す。最近某銀行が1兆円の増資の募

集をしましたが、一口に1兆円といいますが、それを

1万円紙幣でどの位になるでしょうか、

1兆円=1,000,000,000,000円 =1,000,000× 100万円

した力せって1万円紙幣を積み上げると9,000,000mm、

9,000,000mm=9,000皿ですから世界の最高峰チ ョモラ

ンマ8,848mよ りも高 くな ります。富士山の高さは

3,776mで すから、富士山の高 さの約2.38倍 にな

ります。一兆円を全部1円玉にすると1兆枚ですから、

重さは1兆gです。

1,000,000,000,000g=1,000,000,000kg=1,000,000t

ですから重 さは100万 トンになります。1兆円の一円

玉を平に1列に並べると、2cm×1,000 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 =

2,000,000.000,000=20,000,000,000111=20,000,000klll

=2.000万kmに なります。地球の赤道の長さは約4万 km

ですから、1兆円の一円玉を平らに1列に並べると、地

球を500周 することにな ります。私がもし1兆円あっ

たら全部一円工に して家の庭 (もっとも私の家の庭

には無理ですが)に 積みあげて、欲 しければ自由にお

持ち下さいと云ってみたいところです。

*あ る会社の入社試験の面接で、 「あなたは月給 どの

くらい欲 しいですか」と聞かれました。私はこう答え

ました 「最初の月は1円で結構です。ただし次の月は2

倍の2円 と毎月2倍のアップをお願いします。」と答え

ました。社長は 「いいだろう。」といってくれました。

さて、これからの月収はどうなるでしょう。

入社時の4月は1円です。これから1、24,8,16,錫 ,64,

128,256,512,1024、 2048,2048円 が1年目の終わりの

3月の給与です。

2年 目の4月は4096円 で次から8192、16384、32768、65536、

131072、 262144、 524288, 1048576, 2097152, 4194304、 8388608t

で2年目の3月には800万 円の給与をもらいます。3年目

の終わりの3月には約340億 円もらうことになります。

もっとも、その前に首になるでしょうけれど。

「数の魔術とは面白いものです。」

【落書帳】・……・……・……・…………・

二月末の日曜日、甲州街道で行われた全関東八王子

「夢街道」駅伝競走大会を眺めた。なかなか走者も多

く各所で熱戦を展開していたようだが、このような大

会にしては、天候のためか観客が少ない感じがした。

市の広報で案内を見たような気がするが、甲州街道

の交通を一時止めて実施する 「大会」である。せっか

く八王子で行う駅伝だ、箱根駅伝に負けないほどの観

客が欲しいと思うのは、自分ひとりではないだろう。
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◎投稿 干 支について
加藤 寛

過日卓話で象刻についてお話をしましたが、象刻で

は書画の落款のように印にも作者の落款を刻 します。

多 くの場合が印の側面に刻 しますのでこれを側款と呼

んでいます。

側款には作者名 (号等)は もちろんですが、そのほ

か刻 した年月 日,場 所等を記 します。年月 日などを記

入する場合それを直書き (例えば 西暦 平成 何年)

せずに干支や月 日などをその異名で刻 し、風流とか全

体の調和を求めることが多 くあります。

そこで千支について簡単にふれてみたいと思います。

干支は十子と十二支からなり子は 「幹」支は 「枝」の

字の一部をとり、木の幹と枝にたとえたものと言われ

、わが国では 「えと」と呼ばれています。干支は十干

と十二支を組み合わせて年を表 したもので、10と 12

の最月ヽ公倍数60即 ち60年 で一巡することになります

十干と十二支に深い関係のある五行説とは古代中国

人に大きな影響を及ぼした思想で、天地自然と人間社

会のすべてが五行の生長、消滅に起因すると云う考え

方で、方位、季節、色との関連についても大変興味深

いものがあります。十干、十二支について別表に示 し

ましたのでご参考になれば幸いです。

ちなみに

今年2003年 は 「葵未」キビ (みずのとひつじ)

来年2004年 は 「甲申」ヨウシン (きのえさる)

と云うことになります。年賀状等の年号に千支を使わ

れたら如何でしょうか 。・・・・

◎連載 く らしの法律Q&A(13)
(お嫁 さん の相 続 )

成田  章

Q: 私 は亡くなった長男の嫁に手伝ってもらい、妻

と和菓子屋を経営しています。

長男には子はいませんでした。私が亡くなった

とき、嫁には相続権がないと聞きましたが、私と

しては、よく尽くしてくれる嫁に何とか相当の財

産を残してや りたいと思っているのですが、どう

したら、いいでしょうか。なお、子供は長男だけ

です。

Ai あ なたが亡くなった場合、長男に子がいません

と妻とあなたの両親、両親が死亡していれば、妻

とあなたの兄弟姉妹が相続することになります。

お嫁さんには全く相続権はありません。

そこで、お嫁さんに財産を残す方法ですが、一

番確実な方法は、奥さんの同意が必要ですが、あ

なたの養子にしてしまうことです。養子になれば、

実子と同一の相続権を持ち、妻と嫁さんが相続す

ることになります。

次の方法は遺言書を作成してお嫁さんに相当の

財産を残してあげることですが、この場合は、後

で紛争が起こらないように他の相続人の遺留分を

侵害しないように注意が必要です。

◎野外サロンの案内とお知らせ (地域奉仕委員会)

5月8日 (木)に は野外サロンを行います。当日の

見学箇所は次のとおりです。

①東京都薬用植物園 昭 和21年の設立以来、薬務行

政のひとつとして、薬用植物を収集、栽培している。

また、試験研究や生薬の品質検査なども行っている。

②江戸東京たてもの園 文 化的価値の高い建造物を

移築 ・復元している。展示建物の中には、八王子千

人同心組頭の家や高橋是清邸などがあり、歴史と文

化を伝えている。

③サントリー武蔵野ビールエ場 サ ントリー最初の

ビールエ場で、専門のスタッフの案内で見学等をす

る。

☆集合場所 :八王子駅南 口たましん前

午前8時30分 (帰着は午後5時30分頃)
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東京八王子プロバスクラブ

メ
、 多 堰島

・
税
・
厚耽
委
1書

2002～2003 年度のテーマ「和  協 働  健 康」

◎第90回 例会報告  (司 会 橋 本例会委員長)

同 時  平 成15年4月 10日 (木)午 後0時 00分 より

場 所  八 王子エルシィ 4階

出席者 会  員 51名

来 賓  多 摩RCよ り3名

小西弘純パス ト会長、岡野一馬創立35周 年記念事業実行委員長、村上義教会員

1.会長挨拶

桜の花も盛 りを過ぎ、ここへ来る途中浅川の堤でシャガの花を見た。元八王子の三分方ではゼンマイが採

り頃とか、春爛漫の季節となった。

本日は多摩RCか ら幹部の方、3名が出席されている。多摩市でもプロバスクラブ設立の機運が盛 り上がっ

てきたようで喜ばしい。当クラブは全面的にバックアップしたい。

さて、昨年暮れ松井選手は米大 リーグ移籍について 「裏切 り者といわれたくない」という考えを持ってい

た話をしたが、その答えが今回のグランドスラムで出たようだ。一番安堵 したのは彼自身と思う。第7回生

涯学習サロンも順調な滑 り出しの中で折 り返 し点を迎えたが、後半も全会員の協働のもと有終の美を飾れる

ようお願いしたい。

2.来賓換拶 (J 西ヽ弘純 多 摩RCパ ス ト会長

多摩RCは 35周 年を記念 してプロバスクラブを作 りたいと思っている。5年程前から考えてきたが、周年

行事として取 り組むことにした。岡野委員長を中心に、準備委員会から更に実行委員会として、進めてまい

りたい。八王子の皆様、よろしくご教示下さい。

3.幹事報告 (古川副幹事)

本 日幹事は所用で欠席、皆様によろしくとのことでした。今月は特な連絡 ・報告事項はない。

4.委員会報告

◎例会委員会 (橋本委員長)

①総会と懇親会の概要が決まった。

日時 :6月 12日 (木)午 後5～8時

会場 :八王子ホテルニューグランド

会費は5千円とし、当日は京工八王子駅前のコンビニam,pm前 からホテルバス午後4時30分 発がある。また、

会の終了後にもホテルバスがある。

出欠属けは各委員会毎に本日提出願いたい。なお、総会の欠席者は委任状の提出をお願いする。

②次回例会は5月8日 (木)で 移動例会 (野外サロン)と なる。

◎情報委員会 (浅輪委員長)

特に報告はない。

◎会員委員会 (西志村委員長)

計画した親睦旅行の参加申込者が31名 となり、大型バス使用予定となる。この会費徴収は5月8日、22日 、

のいずれかでお願いしたい。

◎研修委員会 (塩沢委員長)

①お茶の会が4月 4ロ スター トし、8名参力用した。煎茶 ・抹茶等をいただき、和やかに楽 しくすごした。
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②身体を動かすことの研修をということで、ニュースポーツはどうかという提案がある。例えばグランドゴ

ルフ、ペタンク、ミニゴルフ等ある、希望者があれば場所等考えていきたい。

◎地域奉仕委員会 (浜野委員長)

①閉講式 。さよならパーティーの件

参加申込は各委員会毎に本田提出願いたい。

②野外サロンの件

5月8日 (木)に 実施、JR南口たましん前を午前8時30分に出発したい。

江戸東京たてもの園入場は割引制度があるので、65才以上の方はその証明が出来るものを持参願いたい。

5。その他

第5回ゴルフコンペ (4月17日津久井湖G,C)の案内  (ゴ ルフ部 橋 本義和幹事)

6.プロバス讃歌斉唱

7.閉会挨拶 (立川副会長)

先日、用事でモンゴルに行った。韓国経由であったが、飛行場では厳重な検査があり2時間もかかった。

モンゴルに着き、子供の顔や羊の柔らかい毛などに平和を感じた。帰途も韓国で厳重検査があった。やっ

とイラクの方が終結を迎えようとしているが、平和の大切さを強く感じた。

皆様の協力で生涯学習サロンも半ばまで来た。引き続き閉講式までよろしくお願い致します。

◎第7回生涯学習サロン開催状況 (第3週及び第4週)会 場 :八王子エルシィ

○サロン第3週 4月 10日 (木)14:00～ (テーマ及び話をする人は次のとおり)

A「
“
シルバーエイジを輝いて過ごすために

"パ ー トエ」

B「 四国八十八ヶ寺の歩きお遍路を体験して」

C「懐かしの映画とその音楽 (V)」

D「 井戸端会議 (みんなで八王子を語 り合おう)」

○サロン第4週 4月 24日 (木)14:00～ (テーマ及び話をする人は次のとおり)

A「 宮沢賢治の詩 『雨ニモ負ケズ』に学ぶ」

B「映画の中のタンゴ」

C「 お金のあれこれ―一 日本銀行券物語」

D「 大豆よもやま話 (日本の大豆、世界の大豆、食品としての歴史と重要性)」

石田 雅 巳会員

矢崎 安 弘会員

立川冨美代会員

宮崎 浩 平会員

近藤 泰 雲会員

平原 俊 彦会員

佐々木研吾会員

橋本 鋼 二会員

◎同好会短信  第 6回 「プロバスクラブ」ゴルフコンペ

4月17日 (木)、 桜の花が未だ名残を留める津久井湖G.C.で、プロバス会員19人の参加を得て、第6回の

ゴルフコンペが開催された。初夏を思わす陽気と、絶好のゴルフ日和に恵まれ、木々の新芽の眩しい緑の中、

日頃の鍛錬の成果が競われました。

グリーンの改造中の所、ティグランドに入工芝の箇所が残っており、実力を発揮出来なかった人もいた様で

すが、マイナスイオンを満喫し、和気議々と、柔 らかい新芽のフェアウエイを歩き、 「若さ」を吸い取っ

たと思います。その証拠に、参加者の半数以上が、夕方6時過ぎに、LCに 集まり、近 くで、遅 くまで反省

会を開き、更なる親睦を深めて別れた。

成績は、優勝が初参加の矢島一雄氏、豪快なショット

と繊密な読みのパ ットで、85で廻 り、ベスグロ賞も獲得

しました。2位は前回優勝の橋本義和氏、3位小林貞男氏

と実力通 りの結果。ブービー賞は西志村光治氏でした。

尚、第7回のコンペは、11月20日 (木)、 場所は未定で、

矢島、西志村両氏の幹事で開催予定です。

(山崎修司 記 )
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◎随想 庭 木の手入れ
吉田 信 夫

我が家には、狭いながらも、家を建て約30年 になる

庭がある。この庭いじりが自分の趣味のひとつになって

いる。自分が小学生の頃、祖母が、道路から自宅の玄関

までの通路の両側を、花壇として自分と弟の二人に自由

にさせてくれたことが、今日庭いじりが好きになった大

きな理由である。

庭木の手入れについては、本を読みあさり、農家で植

木の手入れしているのを傍で見たりしておばえた。我が

家は、地面を削った場所のため、粘土質のまったく固い

土地であった。ツルハシで約60セ ンチほど全面的に掘

り返してから庭木を植えたが、このとき肥料を大量にや

らなかったため、肥浜な土地にならず、今になって困っ

ている。

最近、前に住んでいた家の庭木を移植、植木市や、植

木屋に出かけては首木を買つて植え、池を作ったりして、

庭の体裁をととのえていった。庭木は若いうちは成長が

楽しみで、大きくなるにつれ、その剪定が楽しく、金を

出して植木職人に手入れをして貰うなどとは、考えもし

なかった。いまや大小取 り混ぜ100本近い庭木が鎮座す

るまでになった。

庭木を扱って感じたことを幾つかメモしてみる。

まず、植木は大きくなること。まったく当たり前のこ

とだが、これを忘れ密着させて木を植えるととんでもな

いことになる。数年もたたずして、木と木が重なりどう

にもしようがなくなる。それでも、木が小さいうちは移

植が出来るが、大きくなると根本から切ってしまうしか

なくなる。

まだ庭に木がいっぱいにならない頃、実生から庭木の

苗を育てた。つげ、もっこく、さざんか等、苗木に育て

ては、職場の仲間や知り合いにあげたりした。また木を

掘り起こし根を新聞紙でくるみ、道路に並べ、 「よろし

かったら持っていってください」との案内を出す。面白

いのは、たいてい、小さいのからなくなり、最後に大き

いのが残る。

木の剪定で時間がかかり厄介なのは、もっこくと松、

特にもっこくは植えて6～7年経つとどんどん大きくな

る。いかにして木全体を大きくしないようにするかがボ

イントになる。松は葉の緑つみともみあげ、年2回世話

が必要となる。

庭の模様替え、これを行うと本当に庭の雰囲気が変わ

ってくる。数年前、つつじを中心に庭をまとめた。以来

4月下旬のつつじの花の季節が楽しみになった。この時

つつじとさつきの混植をそれぞれに分けた。植えて20

年過ぎてからの移植は大変である。つつじ、さつきとい

えども、掘り起こしの大変なこと、またその移動も一

人では大変な重労働であった。

芝生の手入れ、雑草をなくするのは本当に大変であ

る。10年ほど前、芝生に影響を与えないという除草剤

をつかった。雑草は確かに減ったが、芝生も枯れてし

まい、貼 り替える羽目になってしまった。やっぱり根

気よく雑草を一本一本抜くしかなさそうである。雑革

と言えば、以前、庭にどくだみが所々に生えていた。こ

れをなくすのが大変だった。成長が早いのと、地下茎

で、茎を少しでも取り残すと翌年また芽が出てくる。厄

介なのは、庭木の根の間に茎が入り込んだときである。

その時はしょうがない。木を掘り起こし、根の間に入 り

込んだ茎をちぎらないようにそっと取り出すしかない

。5年ほどかかりやっとどくだみを退治した。

困っていること

庭木が大きくなったことである。剪定するのに脚立で

は間に合わず、3mも の三脚を必要とするようになっ

た。年とともに剪定が大変になってきた。木の形を崩

さず、いかに背丈を低くするかがこれからの課題であ
る。

もうひとつは、先に述べたように、土地がやせてい

ることである。肥料をやろうにも土を掘 り起こそうと

すると木の根が邪魔して地中に肥料を入れるのが難し

い。仕方なく肥料をまき表面の上をかきまわすだけで

ある。

このように庭木の手入れは、いろいろな楽しみを与

えてくれる素晴らしい趣味である。

◎連載 く らしの法律Q&A(14)
(遺留分て何)

成田  章

Q:前 回の 「お嫁さんの相続」に 「遺留分」という言

葉が出てくるのですが、遺留分というのがよく分か

らないのですが ・・・・・・。

A:で は、遺留分についてその概略を説明しましょう。

1.人は、生前、いつでもその財産を自由に処分出来

ますし、遺言によって死後に処分することもできま

す。そして、その場合、全ての財産を特定の相続人

に贈与 。遺贈 (遺言で贈与)す ることができますし、

場合によっては、全くの他人に全財産を贈与 。遺贈

することもできます。

しかし、そうしますと、法定相続人の相続による

利益期待権を侵害することになりますし、遺族の生

活保障にも影響が大きいと思います。
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そこで、民法は、相続財産の一定割合を一定の法

定相続人に保障することにしています。これが、遺

留分です。法定相続人に対する最低限の相続権保障

制度ということができましょう。

このために、遺留分算定についても、その基礎と

なる財産額は相続開始時の財産額だけでなく、これ

に相続開始時前一年間の贈与額、さらに、それ以前

の贈与であっても、当事者が遺留分を侵害する事を

知って贈与したものはこの額を加え、これから全債

務額を控除したものとしています。

2.遺留分が認められるのは、すべての相続人ではあり

ません。

被相続人 (亡くなった人)の 配偶者と直系尊属 (

父母範 自分より先の世代の人)及 び直系卑属 (子、

孫等自分より後の世代の人)に 限られ、兄弟姉妹が

相続人となる場合には認められていません。

したがって、夫が死亡した場合夫婦に子がなく、

夫の両親が死亡していて妻と夫の兄弟姉妹が相続人

になる場合、夫が妻に全財産を遺贈しておけば、兄

弟姉妹には遺留分はないのですから、妻は安心して

夫の全財産を相統できるわけです。子供のない夫婦

の場合、是非覚えておいて欲しいことです。

どの位の遺留分が認められているかといいますと、

直系尊属のみが相続人の場合は遺産の三分の一、そ

の他の場合は三分の一です。

3.遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、相続人

として義務とされる遺贈の履行を拒絶したり、既に

給付された財産の返還を求めることができますが、

返還請求権は侵害の事実を知ったときから一年以内、

もし知らなくても相続開始後十年以内に行使しませ

んと権利がなくなりますので、注意が必要です。

山梨県のミレー美術館が
盛況であるポイント

中野 義 光

全国に公 ・私立の美術館と称 している施設は800余

と云われている中で、小さい山梨県のミレー美術館が

なぜ開館以来30数 年経過 した今 も、依然として他の

館を抜いて入館者が多いので しようか。

全国には山梨県立美術館より逢かに多額の金を掛け

て、世界の名画を所蔵 し規模もはるかに大きい館が一

杯ありながらです。 ミ レーをテーマとする数回の特別

展には40日 間で10万 余の入館者があり、ここでもミ

レーの魅力の底力が伺えます。

この様に、 ミレー美術館が盛況である魅力はいった

い何処にあるのでしょうか。人によっては、東京に近

い地理的条件が良いとか、観光の名所になっているか

らだ、などと云う人 もいます。 しかし、それはミレー

の絵のなかには理屈抜きで、日本人の心を引きつける

奥深い魅力が潜んでいるということです。

日本人の伝統的、民族的な血に共感 し合うものがあ

る。別の云い方をすれば日本人の心の根底にある精神

性、感覚性に、ごく自然のかたちで受け入れられる、

云いようのない感動を起 こさせるものがあるからでは

ないかと考えられます。

ミレーの作品には、彼自身が体験 した農民の貧困の

中で耕 し、種を蒔き、刈 り取 りをし家畜の世話をする

日常からの自然を見つめ続け、森羅万象の自然の躍動

感に対 して深甚なる敬愛と自然にひざまづいて祈る様

な思いが込められているのです。それが日本人の心の

琴線にふれたからではないでしょうか。

もう一つの山梨県のミレー美術館が盛況である理由

として大切なことは、 ミレー作品をより魅力あるもの

に、より付加価値を高める努力として、 ミレー周辺の

バルビゾン派と云われる画家達の作品を、系統的,長

期計画で収集 して来たことです。その結果、 ミレーの

作品は重要作品の油絵9点に版画、デッサン、パステル

画の合計25点、それにバルビゾン派の絵を加えると、

ミレーに関係する作品群は70点 を超える層の厚さがつ

くられたのです。

ひと頃、美術館ブームの中で、各館は競 うように、

判で押 したような作品を購入 し、 し かもその内容は虫

食い的でありました。その結果一点50億 円の作品を購

入した館でも高価という話題性で、一時的に注目され

ても、その後閑古鳥が鳴くような入館者しかないとい

うのが現実だそうです。

常に時代の先を読み、地域文化の先駆的、中核的施

設として育つことが美術館としての使命ではないでし

ようか。

以上、美術書等を読んだ感想を述べました。

近々八王子の美術館が八日町の公団住宅の2階にオー

プンするそうです。今まで、寄贈されたり、購入した

油絵等の作品が展示されると聞いております。市民に

とって憩いの場となるよう願う次第です。

◎親睦バス宿泊旅行の案内とお知らせ

(担当 :親睦旅行実行委員会)

5月29日 (木)30日 (金)に 一泊バス旅行を行います。

行楽 ・見学場所は次のとおりです。信州自樺湖、ビーナ

スライン (蓼科高原、車山高原)、尖石縄文考古館、北

沢美術館、諏訪湖,S蕊 ヽガラスの里、ルネ ・ラリック

美術館など。

宿泊 i白樺湖レイクサイドホテル 山 幸閣

集合場所 i八王子駅南口たましん前 年 前8時30分
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2002～2003 年度のテーマ「和  協 働  健 康」

◎第91回例会報告  (司 会 橋 本例会委員長)

日 時  平 成15年5月8日 (木)午 前9時より

場 所  プ ロバス生涯学習サロン 「野外サロン」と併せて実施のため貸切リバス車中

出席者 会  員 40名 (立川副会長、浜野地域奉仕委員長等はサロン会員用バスに同乗)

1.会長挨拶

本日は移動例会となっています。心配された天気も曇りがち、雨が降らないことを願っている。

先月の例会の帰りに、浅川の河川敷で雑子の鳴く声を聞いたが、雉子は吉兆を表すともいわれている。今

年のプロ野球はセ ・パ ・アメリカンリーグとも大変面白く連鎖反応が感じられる。世界経済も同じである。

本日から産業再生機構がスタートするが、明るい社会になってくれればと願っている。

今日は植物園を訪れることになっているので植物の話をします。ケシは栽培を禁止されているが、高山植

物の女王として有名な花 「コマクサ」はケシ科の花である。皆さんも興味をもって見学していただきたい。

2.幹事報告 (松尾幹事)

総会の準備中であるが、各サークル (ゴルフ、お茶、囲碁)活 動の責任者は、活動状況を報告願いたい。

3.委員会報告

◎例会委員会 (橋本委員長)

本年度も残り少なく、6月の例会 ・総会のみとなった。日程は6月12日 (木)、 八王子ホテル ・ニューグラ

ンドにて行う。懇親会の会費は5,000円としている。

◎情報委員会 (浅輪委員長)

①皆様の協力により、サロンの記録も順調に進んでいる。

②各サロンの記録上、担当される方の役割の名称を、講師 ・司会は話をする人 ・司会者とすることにした。

冊子の編集は委員長等で担当しており、順次すすめている。

◎会員委員会 (西志村委員長)

5月29、30日の2日間バス旅行を実施する。会費未納の方は納入を願いたい。

◎研修委員会 (塩沢委員長)

①お茶の会がスタートしたが、皆、リラックスしており大変喜ばしい。

②6月初旬新しいスポーッのグラウンドゴルフを実施したいので、申込書に記入して提出願いたい。

◎地域奉仕委員会 (鶴田副委員長)

①本日の野外サロンの出席者は会員40名、一般34名の合計74名である。

②サロンも講演 ・閉講式を残すばかり、順調に推移している。5月22日 (木)午 後2時30分より実施するが、

さよならパーティは5時から開催し、 「歌の翼にのせて」のアトラクションを予定している。

4.閉会の挨拶 (松尾幹事)

本日の会に出席いただいた会員各位に対し、また、移動例会を準備された方々に対して、おれいを申しあ

げたい。

◎第7回生涯学習サロン開催状況 (5月)会 場 :八王子エルシィ

○野外サロン5月8日 (木)8:30～ ∞ 王ヽ子駅南日たましん前集合、貸切バスにより近郊の施設見学)

①東京都薬用植物園 ② 江戸東京たてもの園 ③ サントリー武蔵野ビールエ場

①閉講式 5月 22日 (お 14:30～ 特 別講話 「テレビ放送 裏 から見れ↓曲

講師 秋山邦博氏 仮N署 【アナウンス室同

○さよならパーティ 「歌の翼にのせて」5月22日 (木)17:00～ ソプラノ独唱 ・ピアノ演奏 ・男声コーラスなど
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◎実施報告  親 睦一泊バス旅行が実施される

5月29日 (木)～ 30日 (金)新 緑と白樺のビーナスライン巡 りが、会員親睦一泊バス旅行で実施された。

霧が峰高原の車山周辺からの景観は、正に絶景そのもので、八ヶ岳山系 ・南アルプス連山 ・富士山も顔お出

し、その連なりに中央アルプスから北アルプスが雪を残しながら、中腹に自雲を靡かせ靡かせ、雄大な大パ

ノラマを展開してくれた。

この途中での尖石縄文考古館では、5000年前の人 ・物の交流が黒曜石を中心として、縄文銀座の隆盛を紡

彿とさせてくれた。圧巻は妊婦土偶 (ビーナス)と 派手ささえ感じさせる土器類は、ロマンと高い文化を匂

わせ見る者を驚嘆させるに十分なものであった。

諏訪湖の辺では、諏訪神社下社で八本の御柱 (樅)の 大木の勇壮な山出し木落し祭 りなど説明を頂いた。

北沢美術館での、エミール ・ガレや ドーム兄弟のジャポニズムに多大の影響を受けた自然回帰と妖艶な薄

光に透ける幻妙な茸や植物をモテーフした作品は、アール ・ヌーヴォーを代表させ、ロマンと夢を得て大い

に心身の癒しを戴き諏訪湖を後にした。 (会員委員長 西 志村 光 治)

電気の今昔 7月 5日 に営業を開始 した。各地でも電力会社が設立

され、再編を繰 り返し、昭和17年 4月電力統合令まで

続き、現在に至っている。

私達の町八王子を振り返ると、明治28均惚月に八王子

電燈が設立され、当初は水力発電であったが、明治32

年10月からは、火力発電により供給を行った。しかし

故障が多く、お客様の不満が絶えず、休業に追い込まれ

ていた。明治39年1月に休業中の八王子電燈を東京電燈

が買収し、八五子 (周辺を含む)の 電燈供給が本格的に

開始された。

昭和17年 まで東京電燈は、ほぼ関東一円を供給エリ

ヤとして発展し続けた。

三多摩を見ると、府中 ・立川などは京王電鉄電力部

が、町田 ・相模原などは相武電力が、五日市などは秋川

電力がそれぞれ電燈供給を行っていた。

昭和17年4月電力統合令により、個々の電燈会社がす

べて解散し、全国九配電会社に統一され、関東地区は関

東配電 (株)が 発足した。しかし各配電会社は発電機能

(一部発電所所有)は 持たず電気の販売会社で、配電 (

電燈 ・電力の供給)が 主力の会社であり、発電 ・送電は

別会社の日本発送電 (株)が 担当していた。

その後、戦争となり、終戦に至るまで爆撃による火災

等で配電設備は壊滅状態となり、復旧には終戦後数年を

要した。

町の復旧につれ電力使用も大幅に増加し、従来の配電

会社では対応が不可能な状態に陥り、昭和25年5月に発

電から配電まで一括供給すべく、電力会社 (九電力)東

京電力が発足し現在に至っている。

電気の移り変わり

1.電圧

低圧 600v以 下で一般家庭は100vだ が現在は

小林 貞 男

現代生活では、電気は水や空気と同じで、電気がなけ

れば一日も生活ができないほど自然に生活の中に溶け込

んでいる。しかし、一旦停電となった場合、社会生活は

どうなるか考えてみたい。

あるアンケー トで、こんな笑い話がある。貴方は万一

停電になった時どうしますか、との質問に 『姫撻に入つ

てテレビを見ながら電気の灯くまで待つ』との回答があ

った。こうした回答は、普段の生活の中では、電気は水

や空気と同じで何時でも身近にあり停電を意識しないで

生活をしている方と思われる。

現代社会では電気が長時間停電となった場合、総ての

社会の活動が止まってしまう恐れがあるのも現実である。

では、関東地方 (山梨県 ・静岡県富士川以東を含む)

の電力事情はどうか。簡単に説明しますと、関東地方で

必要な電力は約6,000万kwで 、発電能力は6,300万跡 で、

内訳は、概ね火力45%、 水力16%、 原子力35%、 その

他4%を 保有しているので電力不足が発生する心配はあ

りませんが、皆様がすでにご存じの通り、原子力発電所

の不祥事 (定期点検でのデータ改霞 ・未報告など)の 発

覚により、全原子力発電所 (17基2,300万kw)を 停止

し、再点検 (3ヶ月が必要)を 実施することとなった。

この事により、今年の夏には電力不足 (他電力よりの

融通 ・旧型の火力発電所の再稼働などで補う)が 生じ大

停電が発生する心配があるが、なんとか乗りきって欲し

いと願うものである。

さて、電気が始めて日本で送電されたのは、明治11

年 (1878)3月 25日東京虎ノ門の工部大学校講堂でア
ーク灯が抜露された。これがわが国の電灯の初点灯で

ある。 (電力史より)

その後、研究を積み重ね、明治16年 (1883)わ が国最

初の電気事業者である東京電燈が設立され、明治19年
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100v/200vが 使用されている。将来は200v～

400vの 供給の可能性がある。

高圧 7fv以 下で一般配電線は3Tvだ が昭和35年

から順次6fvに 格上げされ現在も続いている。

ごく一部に2万v配電線が使用されている。

特別高圧 7001v以 上、発電所から配電用変電所ま

での送電用に特別高圧が使用されている。電圧も当

初の1万vか ら現在では6万vが主流である。

超高圧 15フヽr以上、最近では発電所が遠隔地に建

設され、大量の電力を送電する必要から、最高電圧

50万vで送電し、町周辺に中間変電所を置き25万vか

ら6万vに電圧を落とし、配電用変電所までの送電が

主流である。

近い将来100万v送電が実現するかも?(現 在研究中)

八王子市の今熊にある、新多摩変電所は受電容量400

万kw、 電圧50万vの大容量の変電所で、三多摩全域

をカバーできる。

2.配電線

市内に立っている電柱は、昭和40年代に入り木柱か

ら徐々にコン柱 (コンクリー ト柱)に 変わって、現

在はほぼ100%コ ン柱で、建物が高くなるにつれ、長

さも14m～ 16m(木 柱8m～ 12m)と 高くなってきて

いる。また最近では、配電線の地中化が繁華街を中

心に進められているが、まだ多くの課題を残している。

更には、あまリー般には知られていないが、電線につ

いても、同時期から銅線からアルミ線に材質が変わっ

ている (架空ケーブルは除く)。

3.事故対応 (停電事故に対する対応)

最近では、好材質の使用 ・設備強化などで、故障に

よる停電はほとんど皆無に近い状態だが、気象の変

化 (台風 ・雷 ・雪)や 自動車の衝突での電柱折損停

電などによる停電事故は、今後も想定され、対策が

取られています。更に強化対策が必要です。具体策

は、所内の制御盤での切り替え (従来は現場に出向

し手動切 り替え)を 順次拡大し、万一の停電事故の

復旧 (短時間の復旧)に 備える事が肝要であります。

電力の変遷について、ごく大ざっぱに述べましたが、

これからも社会の進歩と共に停電のない電力は益々必

要になると思います。

最近になって、電力の自由化が解禁となり、昔の様

に自由に好きな電力会社から電気が買える時代が、目

前に迫っている。自由化が実現の場合、何処の電力会

社から電気を買っても、何時でも、何処でも、安心し

て、安全に使用できる電力の供給を願うものである。

◎連載
くらしの法律Q&A(15)

(相続 にお け る寄 与分 )

成田  章

Q:父 が亡くなりました。相続人は、母、私、弟、妹

の4人です。弟、妹は独立 して所帯を持っています。

父は食堂を経営していましたが、私は若い頃から父

の店を手伝い、最近では経営の実権も殆ど私が握って

いました。 し かし、その名義はすべて父のものになっ

ていました。現在の店の隆盛は私の努力に負うところ

大と自負 しています。

ところが、遺産分割の協議で弟、妹は平等分配を主

張 して譲りません。遺産分割について私の貢献度は考

慮されないのでしょうか。

A:あ なたの御不満はごもっともです。遺産分割に当たっ

て、特定の相続人の遺産に対する貢献度が全く無視され

るのはおかしいのではないかとの意見が強く、昭和55

年に民法が改正され寄与分という制度ができました。

あなたは、この寄与分を主張されればよいと思いま

すのでその概要を説明します。

寄与分とは、相続人のある者が労務の提供、財産上

の給付、療養 ,看護等で被相続人の財産の維持又は増

加に特別の寄与をしたが、被相続人の生存中にその対

価ないし補償を得ていない場合にその者の相続分の増

加を認めようとするものです。

寄与分のある者の相続額は、寄与分を控除したもの

を相続財産とみなし、これをもとに各相続人の相続額

を算出し、その額に寄与分類を加えたものを寄与者の

相続額とします。

寄与額は相続人の協議で決めますが、合意ができな

いときは家庭裁判所が決めることになっています。

なお、寄与分制度の購 、は、被相続人が劉 産を遺贈

してしまうと寄与分の主張はできないということです。

◎お礼 身 近な法律の問題をわかりやすく説明いただい

た、15回にわたる連載 「くらしの法律Q&勺 は、今

回をもちまして一旦終わることとなりました。長い問

まことにありがとうございました。 (情 報委員長)

◎慶事情報

高齢により昨年退会された桂元二氏は、文化交流の

功績によリモンゴル国ウランバー トルバガヌール地区

から名誉市民章 (勲章)を 授与されることとなり、5

月29日 東京渋谷のモンゴル大使館にてモンゴル国駐日

特命全権大使から胸に勲章を付けてもらった。
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往 時 茫 々

向山 光 春

大分前のことになるが、朝日新聞の片隅に 「水俣湾

日の網が昨夕撤去された。これで長年にわたる紛争も
一段落となった。」旨の囲み記事がのったのを見た記

憶がある。その時、戦後暫くたった或る日、東京湾口

の防潜網が撤去された日のことを連想した。一方は敵

の潜水艦の侵入を防ぐためのものであり、もう一方は

、有機水銀に汚染されたおそれのある魚介類を湾の外

に出さないための措置である。 (勿論湾内での漁獲は
一切禁ぜられている。)い ずれも 「戦後」の終わりを

告げる象徴的な事件である。

その水俣から北上した有明湾沿い、長崎県諌早湾口

に堤防をきずき謙早湾内約1万haを まるごと締切る

「長崎県南部総合計画」 (南総計画)、 所謂謙早千拓

計画の打ち切 りが宣言されたのは、1982年12月のこ

とである。この計画は1976年に決定されたが、湾内外

の漁民の反対にあい6年間棚上げされていたいわくつ

きのものである。

この打切 り宣言は、こともあろうに所管の農林水産

大臣金子岩三によって 「これまでに農水省のやってき

たことは、無定見きわまりない」とのコメント付きで

なされた。時の総理大臣は 「ゼンコウ 。フウ～」と就

任時の裏話が話題となった鈴木善幸氏である。善幸氏

は岩手県、岩三氏は長崎県出身の水産人で、かねてか

らの盟友である。 (ちなみに大相撲の隆の若は長崎県

生月町出身で、岩三氏と同郷である)

そもそも干拓事業は、秋田県大潟村を造成した八郎

潟千拓が有名で我が国最大規模のものであるが、金沢

市に隣接する河北潟を消滅させた千拓、島根県の中海

干拓や安土城地先の琵琶湖の内湾を埋立てた大中の湖

干拓、瀬戸内海の児島湾干拓等々枚挙にいとまがな

い。いずれも 「米」増産のための事業であるが就中八

郎潟干拓は当時の秋田県知事小畑氏がその政治生命を

かけて、オランダから専門技師を招いて行ったもので

ある。1965年ようやく完成の目途ががつき、全国から

入植希望者を募り順次入植させた時皮肉にも 「米余り」

が明白となって以後 「減反政策」に360度切換わざる

を得なかった時期であった。このため入植者の半数は

「米作 り」から畑作 ・酪農に転換したが、営農技術は

未熟であり用地の乾日化も容易に進まず苦難の連続で

あった。中海干拓の一部は花井園芸に転換したが、ほ

ば完成した締切り水門は全面解放されて事実上工事中

止の状態になるなど干拓事業は全国的に終止符をうつ

こととなった。

こうした時期にも拘わらず南総計画のみは推進され

た。八郎潟子拓の諸々のノウハウを貴重な国家的財産

と見倣 し、これを後世に残すためのものとして南総計

画がとりあげられたからである。ただし、当初計画の

ままの継続は許されず、防災対策を加えて全面的に見

直され、規模も3分の1に縮少された。 し かし金子大臣

は漁民の反対をうけて全面中止を念願 していたらしく
「この計画は、農水省の干拓技術者の失対事業」とま

で者がり切っている。この南総計画―謙早干拓事業が

、有明海のノリ不作を契機に福岡 ・佐賀 ・熊本の有明

湾沿岸漁民の 「潮受け堤防の水門をあけろ」との要求

で未だに紛糾 している。長崎県や地元選出の国会議員

は、いまなお 「干拓事業推進」を固持 して対立 してい

るからである。

冠水 し易い低湿地で畑作 ・酪農をやれるかどうか

は、立地条件のより良い大潟村の前例にてらしてみれ

ば明らかであろう。数千万円の入植資金を借金 してま

で入植にふみきる農家がおるかどうかも覚つかない。

が、他方、潮受け堤防の水門閉鎖がノリ不作に結び

つくかどうかの根拠もうすいようだ。ノリ不作はこの

地域だけでなく各地に発生 しているからである。密植

による海流の変化であったり、水位低下による沖合化

であったり、ヘ ドロの堆積によるガス発生も想定され

種々の要因が考えられるからである。

兎もあれ、98年 に初当選 した現在の長崎県知事金子

原二郎は、父金子岩三氏引退のあとをうけて衆議院議

員に当選 した後、転進 した所謂二世である。
「ギロチン」と悪罵される締切 り水問は、父岩三の

反対派であった前知事時代の遺物であるから、 「干拓

事業」へのこだわりを捨てさえすれば漁民の要望に沿

える筈である。
「父岩三ならばどう対処 しただろうか !」 と自問 し

てもらいたいと思うのは、公平な第二者の率直な見解

である。

く追記〉

熊本県南部の 「川内ダム建設事業」に関する地元住民

の建設反対訴訟の判決が5月中旬あって、国側敗訴が

確定 したが、それと期を同じくして、金子知事は 「干

拓事業の実施」を国に対 し陳上 した。
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2002～2003 年度のテーマ「和  協 働

編集

2 0

発行 ・情報委員会

0 3 . 7  1 0

健康」

◎第92回例会報告  (司 会 橋 本例会委員長)

日 時  平 成15年6月12日 (木)午 前5時より

場 所  八 王子ホテルニューグランド

出席者 会  員 52名

来 賓  東 京八王子南RC中 島郁夫幹事

1.会長挨拶

今年の梅雨入りは例年より遅れたが今紫陽花が見頃のよう。

今日は最後の例会、まとめの総会でありこの1年間の業績を自己採点してみると、10周年に向けたスター

トの年と位置づけ準備金積立てを提案、各位のご賛同を得てレールが敷設できたこと20点。各委員会が夫々

の創意工夫のもと全員協働しての活動の結果当初の目標を十分クリアーし結果が得られたこと25点。クラブ

発足以来始めての一泊懇親旅行が約半数の会員の参加を得て実現したこと10点。インフォーマルグループを

認知し補助金制度を創設、結果は十分とはいえないまでも活性化が見られた 5点。家庭事情等による退会は

あったが病気等による退会はなく健康で1年間過ごせたことは喜ばしい5点。合計65点でギリギリの合格点
を付与できるものと思っている。

当クラブの運営にご支援ご協力を賜った役員諸兄姉並びに会員各位に心からお礼申し上げる。有り難うご

ざいました。

2.来賓紹介 (中島郁雄 東京八王子南RC幹 事)

3.新入会員紹介

小林時雄 (こばやし と きお) (推 薦者 :岡田 尚 会員〉

昭和11年10月6日生 住 所 :〒192-0032 八 王子市石川町2102-9 征 EL.0426-42-1422

主な経歴 :(株 )河 林ヽ装飾社長 趣 味 :読書、ゴルフ、会員番号 :82 所 属 :例会委員会

入会挨拶の後、会長よリバッジが手渡された。

4.幹事報告 (松尾幹事)

①入会退会等手続きに関する細則の一部改正の件

現行の細則のうち休会と退会の手続きについて、現状に即した規定の整備を行い改正した。なお、遡及適

用は行わないこととする。

【改正】第2条 休 会 所 定の用紙により申し出を行い、理事会の承認を得る。なお、休会期間は1年以内
とし、休会期間中の会費は免除する。

第3条 退 会 退 会は自由とするが、所定の用紙により申し出るものとする。なお、6ヶ月以上会

費未納の会員、又は、6ヶ月以上例会を無断欠席した会員は退会したものと見なす。
この場合の退会手続きは、予め本人と推薦者の了解を得てから行うこととする。

②この1年間、無事に務めを果たすことができたこと、会員各位の協力に感謝する。
5.委員会報告

◎例会委員会 (橋本委員長)

①本年度の例会は、いくつかの新しい形態にチャレンジし、会員相互の交流に資するよう努力してきた。

平均出席率も80.5%と高く、会員の例会に対する関心も高まり効果があったと思っている。

②この1年いろいろと提案やお願いをしたが、それぞれ会員の協力をいただいて感謝している。

◎情報委員会 (浅輪委員長)

①プロバスだよりの発行については、会員より投稿など沢山いただき、各号とも賑やかな紙面にできた。

②サロン小冊子は現在順調に制作中であり、協力いただいた各位に感謝申し上げる。

③サロン後援者に対しては小冊子完成次第報告したい。
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◎会員委員会 (西志村委員長)

① 新企画の親睦バスー泊旅行は、多数の参加で賑やかに実施でき、お礼を申し上げる。なお参加者には、記

念写真を配布する。

②会費徴収は会員委員会の担当となっているので、次回例会は徴収月であり、よろしくお願いする。

◎研修委員会 (塩沢委員長)

①この一年を振り返ると、例会での卓話はお茶をのみつつの雰囲気で実施し、サークルを増やす件はお茶の

会ができ、また実のある研修の件は箱根方面ヘバスで野外研修を実施し多数の参加を得た。

②心身を高める研修にも取り組んだが、残念ながら申し込みが少なく中止した、更に検討したらと考えてい

る。いずれにしても、本年度研修委員会への協力をいただき、感謝している。

◎地域奉仕委員会 (浜野委員長)

①5月下旬に本年度事業の第7回プロバス生涯学習サロンが無事終了した。このサロンの受講者は延べ669名

であり、出席率は82.6%となる。盛会裡に全課程を終了することができ、全会員の協力にお礼を申し上げ

たい。

②このサロンのアンケート集計が纏まった。各週4講座1選択の受講であり、やむを得ず割愛した講座も多く

見受けられ、今後のカリキュラム作成上の検討課題と考えられる。また各項目の評価については、総じて

好評点の回答を得ており、満足できる結果であったのではと喜んでいる。

③サロンの会計は小冊子発行後に確定し、その後に報告することとなるので了解願いたい。

6.プロバス讃歌斉唱

7.閉会挨拶 (立川副会長)

ただいまのプロバス讃歌の歌声を聞き、これは二部合唱にしたらすばらしいのではと感じた。

さて、動物シリーズになるが、猪は20年前と比較して1割に減ったという。この激変はさまざまな影響から

だと思うが、地球環境も変化する今日、各人が何をしたらよいか考えるときではないかと思う。

年度最後の例会であったが、この一年、各委員長を中心に活動を続けられた皆様にお礼を申し上げます。

◎第7回定期総会報告  (司 会 松 尾幹事)

日 時  平 成15年6月12日 (木)午 後5痔50分より6痔20分まで、例会に引き続き同会場にて

1.開会 司 会者より出席会員54名、現在会員数63名と報告あり、総会成立を告げる。

2.議長選出 司 会者発議により石井貸会長を議長に選出

○書記の指名 廣 瀬智子会員、佐々木研吾会員

○議事録署名人の指名 大 山 泰 会員、山下安雄会員

3.議事

(l12002年～2003年度事業報告 (松尾幹事)

本年度は 「和 協 働 健 康」というテーマを掲げ、この方針のもとに、対外的にはいちょうまつりなど例年
と同じ活動に取り組んだほか、コスモスまつりにも参加した。また各委員会の活動も活発で新しい試みも加え

られて事業を展開してきた。

個々の事業については、資料のとおりであるが、特に強調したいところは次のとおりである。

①例会は高い出席率で、会員の交流を深め得たところであるし、また、新しい雰囲気作りに挑戦し効果もあっ

た。②プロバスだよりに投稿等多数の会員の登場が見られ活発化がはかられた。また語句に留意し紙面を刷新

した。③規定改正に尽力したほか会員増強に力をいれ、他委員会と協力して親睦旅行を実現させた。④さまざ

まな研修をとりあげ実施したが、健康にも留意したチャレンジが見られた。⑤生涯学習サロンを素晴らしい内

容のものに作り上げ、これを成功裡に終了したことは喜ばしい。なお、本年度よリサークル活動に対して補助

制度を設けたが、3グループに対し補助金を支給した。

会計については6月末日までであるので、次回例会にて報告することとする。

なお、会員異動は、年度当初62名、入会4名、退会3名で、現在会員数63名である。

○議長これを諮り、報告は拍手で承認された。

(2)2003年～2004年度役員選出 (石井会長)

会則第9条に理事9名、会計監査2名を総会で選出とあり、立候補者を求めたが応ずる者なく、執行部は次の

候補者を提案、満場の拍手をもって選任された。
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理 事  立 川冨美代 (会長)、 大高秀夫 (副会長)、 下山邦夫 (幹事)、 鶴田金通 (副幹事)、 田中 寿

(例会委員長)、 武田洋一郎 (情報委員長)、 中野義光 (会員委員長)、 須藤英雄 (研修委員長)、

宮崎浩平 (地域奉仕委員長)

会計監査 石 田雅巳、近藤泰雲

○それぞれ役員が紹介され、次期会長より事務局長に引き続き岡田 尚 会員を委嘱したい旨発言があり紹介

された。

(3)発議議案 (石井会長)

例会で入会退会等手続きに関する細則の一部改正を報告したが、従来の該当者に対しては旧規定の適用を

遡及しないこととしたい旨確認の提案があり、了承された。

○これをもって議事が議了したので、議長は議長席を離れた。

4.旧役員退任挨拶 (代表 石 井 費 会長)

全役員を代表してお礼を申し上げる。この一年間ご協力ご支援を賜り誠にありがとうございました。

5.立川冨美代新年度会長挨拶

総会に於いて選出された理事9名と会計監査2名、それに会長委嘱による事務局長で、来月より新しい年度が

始まる。会員の皆様どうかご協力をお願いいたします。

6.来賓挨拶 (中島郁夫 東 京八王子南RC幹事)

なかなか和やかな総会であると拝聴した。これからの活躍に期待いたしたい。

会の運営はなかなか大変なことであるが、さまざまな事業に取り組まれるプロバスクラブの存在は大きなも

のがある。石井会長初め役員の方々を慰労するとともに、立川新会長初め新役員に期待したい。

7.閉会 (松尾幹事) 以 上をもって総会を終了する、ご協力に感謝すると述べ、閉会を宣した。

◎懇親会 総 会終了後、恒例の懇親会を行い、賑やかに交歓 ・懇談を行った。

◎第7回生涯学習サロンアンケート集計抄 (設問4～7について要約作表) 調 査日:平成15年5月22日

【回収状況 :一 般会員37枚 回収、PC会 員52枚 回収、計89枚 配布78枚 回収】

会場規模 会場雰囲気 日程 につ いて 時 間 につ いて P C

一
般 PC 一

般 PC 一
般 PC

一
般 35

広 い 0 0 落着けてよい 32 36 よ い ワ

０ 35 丁度よい 28 3

丁度 よい 35 35 落着けない 0 3 3ヶ 月ヤよ長い 2 長い 0 3

狭い、他 ワ
一

4 その他 0 0 3ヶ月は短い 15 4 短い 3 41

計 37 39 計 32 39 計 37 41 計 31

いま子どもたちは

よく遊んでいるか
浅輪 豊 治

近頃は外で遊ぶ子どもが少なくなった。道を歩いて

いてさえも、危険なものに遭わないようにと神経を使

わなければならないとは、子どもにとっては不幸な時

代となったとしか言いようがない。

最近文部科学省が発表した 「完全学校週5日制の下

での地域教育力の充実に向けた実態 ・意識調査」によ

れば、毎週土曜日が休みになってよかったが5割を越

えているが、土曜日 ・日曜日に 「学校や家庭でできな

い体験をもっとしてみたい」は小学生5割以上、中高

生4割以上で、 「することがなくてつまらない」は小

中高校生とも3人に1人はそう思っているという。総じ

て朝寝や昼寝、テレビやビデオを見る、テレビゲーム

などをする等が多くなっており、まったく驚かされる。

この調査を見て思うことは、割合多くの子どもたち

が家にこもりがちで目的が見出せず、親子の対話もそ

れほど多くなく、漠然とした意欲があっても行動に緊

がらないと言うことではないか。

作られたゲームの中だけ、誰かに指示された範囲内

だけというようなところでなく、懐かしむわけではな

いが、昔の子どもたちのように大人にそれとなく見守

られて、さまざまな場所で自由に工夫して飽きる事も

なくよく遊んで欲しいと思う。

このような子ども世界は、もはや実現不可能なもの

であろうか。
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自然が危ない
宮崎 浩 平

毎日、浅川の川岸を歩くことを日課としている。歩

いていてつくづく感じることは、子供の頃の遊び場で

あった河原の景色が昔と変わったことである。うなぎ

の寝床、鯉や鮒の溜まりであった蛇籠は護岸整備によ

リコンクリー トの堤防に変わったことはやむをえない

として、大小の様々な石や砂利によって広々と敷き詰

められた河原がなくなってしまったことである。いま

の河原は雑草によって覆われ、季節ごとに変わるタン

ポポや月見車、ススキはなくなり、明らかに外来種と

分かる背の高いあわだち草や広くはい込む芋菊等の

類によって一面繁茂し、占められて居る。加えて川の

水がよごれ、水量も少なくなってしまった。魚もハヤ

や小鮒などはいなくなり、丸々と太った鯉や誰かが放

した外来のブラックバスのたぐいだけが泳いでいる。

子供時代の浅川の水はきれいだった。水量も多く、

泳ぐことは勿論のこと、魚取りにしても、夏休み中八

王子の町場の多くの子供達が毎日魚取 りをしてもなお

余るものがあった。

魚の種類も豊富であり、ハヤ、ふな、こい、ときに

は多摩川から上ってくるアユなどもいた。清流だけに

棲む河鹿や沢蟹もいた。戦後の食糧事情の悪かった頃

にはその魚たちは私達のタンパク源にもなっていた。

いまの川の状態から想像出来ないことである。河原に

広がる雑草、汚染された川の水、むかしの浅川の自然

はどこへ行ってしまったのだろうか。

先日、みどりの日の新聞にこのような記事があった。

世界でクワガタムシの種類が最も多い場所はどこか。

熱帯林 ?そ れとも日本の里山?

答えた専門家の言葉が面白い。答えは日本のペット

ショップだそうだ。クヮガタムシ研究の第一人者の五

箇公一さんはそう答えている。大量のクワガタムシが

輸入されて里山は今、大きな危機を迎えている。日本

は1999年11月、クワガタムシの輸入を解禁した。

2003年3月現在、解禁種は505種。輸入個体数は200万

匹を超えるとみられる。五箇さん達は国内に広く生息

している 「ヒラタクワガタ」のDNA変 異を調べる研究

を2001年に始めた。全国のヒラタクワガタ110個体を

解析。外国産と日本産の雑種3個体を発見した。飼われ

ていたものが野外に逃げ出すなどして日本産と交雑し

生まれたと推測された。実際に、スマ トラオオヒラタ

クワガタのメス (体長50ミリ)と 日本産ヒラタクワガタ

(体長50ミリ)を 室内で飼育する実験をしたところ雑種

が生まれた。雑種のオスは体長80ミリで親よりはるかに

大きく動きも活発。両親のどちらよりも強い 「雑種

強勢」が働いていると考えられた。

輸入解禁されて今年で4年目。五箇さんは 「今夏は、

外国産と日本産の交雑種が野外でたくさん見つかるので

はないか。日本列島のヒラタクワガタの多様性は、数百

万年かけて完成したもの。この貴重な進化の遺産が、外

来種によってたった数年で壊されようとしているJと 指

摘する。

何の規制もとらない国や、外国産種を野外に放すマニ

アの姿勢は批判されるべきだ。

だが実は、デパー トやペットショップで買う一般の人

達も注意しなければいけないこともある。売られている

クワガタムシの多くはどの地域で採集され大量増殖され

たか分からない。外国種と交雑しているものが国産とし

て売られている可能性もある。細かな遺伝子組成の攪乱

により変異が顕れることは自然破壊につながることであ

る。五箇さん達研究者は 「買ったクワガタムシは死ぬま

で飼って欲しい。クワガタムシブームによって国内、海

外の乱獲が自然破壊を起こしている点にも目を向けるベ

きだ」と話している。

この記事を面白がってはいけない。自然が危ない。浅

川だけのことではない。日本全国でこの問題は起こって

いることは誠に残念である。昔に戻ることは出来ないに

しても自然を保つことに、もっと深く自覚が必要ではな

いだろうか。一匹の放したクワガタムシが生態系を壊し

自然破壊につながっていること。キャッチアンドリリー

スと称して釣って放すブラックバスもしかり、 トマ ト栽

培に利用する西洋オオマルハナバチも同じである。確実

に自然を破壊している外来種の脅威。宮沢賢治の 「風の

又二郎」の中の一節、 「あんまり川を濁すなよ、いつで

も先生いうではないか。Jの 言葉を想い起こす。

義

街道地下には告
した。フヽ二手善
んだ自上部行 言
者F市,舌性イLに ま
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2003～2004年 度のテーマ 「一喜びを分かち合おう。支えあえる仲間になるう一」

◎第93回例会及び臨時総会

日 時 :平成15年7月10日 (木)午 後12時30分より

場 所 :八王子エルシー 4階

出席者 :会員 54名 (出席率84%)

来賓 八 王子南RC 小 澤春美プロバス担当委員長

1.会 長挨拶

本年度 1年 間、新たなメンバーでクラブの運営をしてゆくので、よろしくご協力願いたい。振 り返って

みると33名 からスター トしたこの会が、このようにテーブルー杯に並んだ会員で埋まったことは感慨無

量である。本年度の運営方針は後ほどの臨時総会で前年度決算報告、今年度の予算案等を審議する中で発

表したい。

2,臨 時総会

(1)平 成 14年 度決算報告 ・監査報告

◇東京プロバスクラブ決算報告 (松尾前幹事)

・収入3,663,392円 主な予算対比増減 助 成金50,000円増、特別例会費160,000円滅

・支出3,663,392円 主な予算対比増減 例 会活動費81,100円減、委員会活動費213,036円減、特別例会

費200,945円減

収支損益金649,831円 の処分として、10周年記念事業積立金に30万 円をあて、次年度への繰越

金349,831円 とする提案があった。

◇第7回生涯学習サロン会計報告 (浜野前地域奉仕委員長)

・収入1,819,枠踏円

・支出1,819,744円 主な予算対比増減 さ よならパーティー費170,420円増

ほぼ予算どおりの実行であった。

◇ 監査報告 (向山前会計監査)

6月25日に帳簿 ・証書等精査の結果、適正に処理されている旨、報告があった。決算報告につき、会計

監査から記載 ・報告内容は簿記形式の採用を検討するよう示唆があった。

以上の報告につき、全員一致で承認された。 (詳細の決算報告は配布資料参照)

(2)平 成15年度運営方針 ・委嘱人事 (立川会長)

平成14年度の決算報告も承認され、前年度役員の皆様に心から感謝申し上げる。平成15年度の運営方

針だが、初代大野会長から7代 に亘り、色々なことが組み込まれ完成度の高いクラブ運営がなされてい

ると考える。

今年の運営方針 ・活動方針のテーマとして一喜びを分かち合おう 。支えあえる仲間になろう一とした。

本来ならばシルバーエイジのクラブとしては、健康を第一に掲げるべきだが、この数年、皆様におかれ

ても留意しておられるので、健康であることを前提に、より仲間意識を高め、仲良く楽しいクラブ作 り

をしたいということが根本になっている。会員同士がコミュニケーションのアップを図ること、それに

はどうしたらよいかを考える。

第 1に仲間意識をより高めるためのクラブ活動 ・ 例会の時間活用の充実 ・会員交流の事業 ・サークル
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活動の奨励活発化 ・委員会活動の充実

小さな輪が重なって大きな力に変化してゆくことを期待したい。

第 2に 対外的な活動の展開 内 部の活動、生涯学習サロンは活発・充実してお り、今後とも投資し、展

開してゆく。
・本年度は、さらに八王子という地域に密着した奉仕活動に対しても、積極的に展開したい。その一つ

に
“
八王子健康づくり推進協議会

"へ
の参画。厚生労働省が打ち出した

“
健康日本 21"方 針で八王子市

も自治体として推進するもので、参加団体との積極的な交流とクラブのアピールを期待する。
・東京八王子プロバスクラブの情報の発信 ホ ームベージの立ち上げ。日本に86のプロバスクラブがある

がホームベージで情報発信をしているクラブも多くなってきた。当クラブも外部に対し情報発信をする段

階にきており、予算化した。情報委員会を中心に構築願いたい。
・他クラブとの情報交換の意味で、一昨年来、全日本プロバスクラブ協議会から加盟の勧誘があり、今年

は参加をする方向で動くこととしたい。

第3に10周年に向けての準備 再 来年は南ロータリークラブ、20周年、当クラブは10周年の年に当たるが、

周年記念事業に向けクラブの活動記録を整備してゆきたい。また、両クラブの合同例会を再開したいとの

話もあり対応したい。

以上の運営目標に従い、ベス トよリベターなクラブを目指して今年一年頑張りたい。会員のご協力をお願

いする。

続いて、委嘱人事の発表
・事務局長 岡 田尚氏にお願いする。
・各委員会の委員については配布資料 「2003～ 2004年 度委員会組織表」による。

(3)平 成15年度予算案 (下山幹事)
・収入3,583,831円  主 な収入 会 費2,142,000(前 期62名、後期57名 )、 特別例会費725,000円
・支出3,583,831円  主 な支出 例 会費1,024,400円、特別例会費1,052,000円、ホームページ立ち

上げ150,000円新設

以上の報告につき、全員一致で承認された。 (詳細の予算案は配布資料参照)

3.例会議事

(1)来賓紹介・挨拶 (南ロータリークラブ ・プロバス担当委員長 小 澤春美様)

今年1年、プロバスクラブと南ロータリークラブ (RC)と の良きパイプ役として働きたい。

本年度の南RCの 目玉事業として 「地上の星を探そう」という題で夢のある事業展開をする。

八王子在住・在職の人で地域に貢献、感動のある仕事、またそのような人生を送っている人を推薦し、

賞をもらっていただくという事業である。該当者がいれば、是非推薦願いたい。

(21再入会会員紹介 (立川会長)

野末孝雄氏 会 員ナンバー 37 所 属は会員委員会とする。

ほ)幹事報告 (下山幹事)
・休会届け 川 津会員
・会員の所属委員会決定
・八王子市市民健康づくり推進協議会に加盟
・全日本プロバス協議会に加盟

来年、大阪で開催するRC世 界大会にあわせ、全国会議を計画中である。協議会の性格は当面、

連絡会としての位置づけである。
・各委員会とクラブ役員との懇談会を7月中に実施する

(4)委員会報告

◇ 例会委員会 (田中委員長)

8、9月の例会はラフスタイルの服装でよい。

今年度は次の方針で進めたい。
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・定例会議の内容の充実を図る 。会員相互の交流を深める例会とする ・限られた時間で会話が弾む例

会にする。例会について新しい提案があれば提示願いたい。欠席の連絡は、当日9時までに必ず連絡

いただきたい。

◇情報委員会 (武田委員長)
。今年度の新たな命題 ホ ームページの立ち上げワークショップを設置、情報委員を中心に会員から

メンバーを募り検討してゆきたい。
・プロバスだよりの推進  従 来どおり、会員からの寄稿、随筆等の投稿協力をお願いしたい。

◇会員委員会 (中野委員長)

新しい会員名簿の配布 今 年度は次の方針で進めたい。
・会員募集強化として7,8名増を計画する
・入会者の履歴業種の幅をさらに拡げる

◇研修委員会 (須藤委員長)
・会員の自己啓発の場を提供するのが使命、会員各位の協力をお願いしたい

◇地域奉仕委員会 (宮崎委員長)
。生涯学習サロンの運営を中心に活動する
・いちょう祭 り、ロータリークラブ行事等地域に密着した奉仕活動への参加を積極的に展開

(5)その他
・次回例会について (下山幹事)

8月7日 (木)午 後12時30分より開催 (定例の第2木曜日を変更)
・囲碁の会から連絡 (矢崎会員)

10月23・24日藤野 ・陣屋温泉にて囲碁の会開催、一般の方の参加大歓迎。

4.各委員会打合せ

各委員会ごとに約20分間、第1回委員会を開催し、副委員長の互選、役割分担、委員会運営方針等

の打合せを行った。

5.プロバス賛歌斉唱

6.閉 会の辞 (大高副会長)

会長を補佐しクラブの運営に尽力したいので、協力をお願いしたい。

○ 委員会懇談会実施

各委員会では新年度にあたり、クラブ三役を交えて懇談会を実施しました。
・7月 17日 (木)会 員委員会   ア ンシャンテ ・ 7月 30日 (水)研 修委員会 つ きじ植村
・7月 24日 (木)情 報委員会   海 賊船    ・ 7月 31日 (木)例 会委員会 富 士森会館海苑
・7月 28日 (月)地 域奉仕委員会 つ きじ植村

シルバーエイジの得々情報…・シルバーエイジを楽しもう !

☆プールヘ行こう
。東浅川保健福祉センター 毎 日・無料
・甲ノ原体育館 (通常400円)毎 週木曜日・2時間無料
・あったかホール (通常400円)毎 週木曜日・2時間無料

60歳以上、八王子市内在住の公的証明となるものをお持ち

ください。

☆ 映画館へ行 こう

ロードショー (一般入場料1,200円～1,800円)

八王子市内の映画館・いつでも1,000円

都内では1,200円の場合があります。

60歳以上、公的証明となるものをお持ちください。

☆ 音楽会へ行 こう

東京都シルバーエイジ芸術鑑賞補助事業で指定する42コ ンサ
ート公演から選択 対象は都内在住・在勤の65歳以上の高齢者

(5月末現在)で3,000円の割引券配布

(今期は申し込み終了です。毎年5月31日期限)

☆都立美術館 ・博物館へ行 こう

65歳以上の高齢者は入場料が一般入場料の半額になります。

(例)東京都庭園美術館 800円→400円

但し、特別展がある場合は別途設定となる場合があります。

そのほか、探せば色々あると思います。皆様からの情報提供を

お待ちしております。
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日本人の宗教について

土井 俊 玄

日本人は無宗教の民族だと思われている。特に一神教を

奉 じている人々から見るとそう見えるらしい。もちろん全

ての日本人が無宗教だと言っているのではない。好Jの言い

方をすると日本人は宗教音痴だとも言われている。 「あな

たの信仰 している宗教は」と問いかけられた人が明確に
「私は何々教の信者です」と胸を張って答えられるだろう

か。答えられる人は少ないのではないだろうか。それでは

日本に宗教がないのかというとそうではなく、日本には宗

教は溢れかえっている。そして人生の節目、節目に宗教的

儀式をとり行ない、日常生活においても宗教との関わりは

大きいのである。それにも拘わらず、外国人から見ると、

日本は無宗教国家と思われてしまっている。それはなぜな

のだろうか。

平成十年二月号の 「現代」の30ページに五木寛之氏と山

田洋次氏の特別対談 (日本人の 「こころ」が揺れている)

サブテーマとして
“
仏教は中高年を救えるか

"の
中で、山

田洋次氏は次のように述べている。 「日本人は無宗教だと

言われる。自分でもそう″思っている人が多いが、日本人に

は昔から固有の宗教観があるのではないか。西欧的な宗教

の基準にあてはまらないだけである。】ヒアフリカのモロッ

コの日本大使と食事をしながら対談した中で、モロッコに

世界一のモスクが完成 し、その落成式に日本と中国のみ招

待されなかった。日本の大使は面日を失い、日本人の名誉

も失うようなこのことにモロッヨ政府に抗議したところ、

日本は多神教の国であり、多神教はイスラム教徒からみれ

ば宗教とは認めないから招待しなかったのだとの答えに驚

いたと大使は言い、それでは韓国だって同じなのに招待さ

れているのはなぜなのかと食いさがったところ、韓国はカ

トリック教徒が非常に多いので招待 したとの返事であっ

た。モロッコの日本大使は、くやしい思いを抱いたことで

あろうと山田洋次氏は述べているのである。

多宗教信者或いは無宗教という日本人が国際的信頼を損

ねているという事実は、国際社会で働く多くの日本人から

闘く話でもある。五木寛之氏は、森の中の神殿の前に立っ

たら西行法師が 「なにごとのおわ しますかは知らねど

も、かたじけなさに涙こぼする」と詠み、社殿の中には

何が 「おわします」かは定かではないが、この上なく敬虔

なものの存在を感じたに違いない。日頃、日本人は壮厳な

感じのタロを見て感動したり、又朝日に向ってパンパンと

拍手を打つのは、一神教に育まれた欧米や中東の人々から

みれば宗教でもなんでもないのであろう。 し かし、この歌

の中に日本人の精神 ・宗教心が条約されているといっても

いいのではないだろうかと述べている。

日本文芸出版の知の探求シリーズ 「日本宗教のすべて」

の中で著者である、瓜生中 ・渋谷申博の両氏もこの五木寛

之氏と全 く同じ見解を述べている。私も全 く同感であ

る。私が日本人の宗教について書きたいと思ったきっか

けは、日本人は宗教心を持っているのに、その暖味さゆ

えに無宗教と思われている国際的評価に反発を感じるので

あるが、どうやらその事がオウムに代表されるようなカル

ト教団にやすやすと蝙されてしまう人の多さとが関連 して

いるような気がしてならないのである。

そのことはさておき、西洋の文化はある意味で人工的で

あり、東洋の文化は自然と一体化するところに特徴があ

り、その差果が宗教の定義の違いを生み出していると思わ

れる。無宗教と思われている理由に、宗教に限らず、その

他の事に関しても日本人の暖味さが指摘される。曖味とい

う言葉の中には寛容さも含まれているのではないか。大平

洋戦争の時、鬼畜米英と教えられアメリカ人は一億総意に

もとずく憎悪の対象であったはずが、終戦後しばらくする

とアメリカ人に対する国民的反感はたちまち薄らいだ。世

界的に眺めて見ればこんなことはまれで、民族的対立は根

深いものがあり、長く続くと同時に憎悪の感情も簡単には

解けないものである。

日本人の外来文化や外国人に対する態度は、一言で言え

ヤゴ 「覚容」に尽きるのではないか。四方を海に劇まれた島

国日本は、他民族の侵略を受け、長い間占領された歴史を

持たず、他国から入ってくるものは、常に自国より優れた

文物であり、むしろ好ましいものであった。他国と境を接

する他のアジア諸国やヨーロッパ諸国では、寛容で無関心

であれば、たちまち国を追われ民族の滅亡につなんざるので

ある。

気候の影響も多分にあると思われる。一般的には温暖な

気候に恵まれているものの】ヒ国の冬の積雪や台風など自然

の猛威によって忍従的受容的な態度が形成され、それが外

来文化や異国民に対する寛容さとなって表われ、それがま

た曖味さともとられるようになったのではないか。

話をもとに戻したい。私が言いたいのは、先にも少 しば

かり触れたが、日本人の宗教に対する曖味さが悪意を持っ

たカル ト教団の教祖に、いとも簡単に輛されてしまうこと

につながってはいないだろうかということである。宗教の

定義については確定的な説はないようだが、‐少なくとも世

界の三大宗教に共通する価値観をしっかり把握 していれば

日常的には多神教的でも、また、西行法師の歌にある 「な

にごと」に感動する心情であろうともインチキ宗教に蛹さ

れることはないのではないか。それは絶対的価値への信

仰と、それを実現 した宗教である。絶対的価値とは、仏

教では釈迦の悟 りの世界であり、キリス ト教の神であ

り、イスラム教の神である。神 も仏 も大自然の節理で

あり、生命であり、力であり、真理であることを忘れな

いことが大切であろう。
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」

第 94回 例会報告

日 時 :平成 15年 8月 7日 (木)

場 所 :八王子エルシー 3階

(司会〉田中例会委員長

出席者 会 員 49名

来賓 八 王子南RC加 賀谷 恵会長、廣瀬武彦幹事

1.会長挨拶

7月 15日 過ぎから新メンバーとなり各委員会の懇親会に会長、副会長、幹事、副幹事が出席した。

どの委員会も今年のテーマに対し大変意欲が見られ嬉しく思った。 7月 初めに元八王子中学校より
“
奉仕

"を
テーマにした講演を依頼され、奉仕する一番最初の行動 「手をかそう」をテーマに話を行

った。訪問時に女生徒達が優しく通用門の扉を開け閉めしてくれたことに対し感銘を受け、 「彼女達

の行動がすでに身近なボランティア活動のひとつである。」と校長と話をした。そのことに対し校長

が 「一般の教師は生徒達に対し否定から始まるので、他の人から感謝されたことは、今後の自信につ

ながりました。」と、逆に感謝を受けた。

また、八王子南ロータリークラブに挨拶に伺ったところ世界ロータリークラブのテーマが 「手をかそ

う」ということで同じことを考えていた。

今年は外に対して何か出来ることをしよう。小さなものにも目をかけ、耳を傾け、手をかそう。をテ
ーマに行なっていきたい。

2.来賓挨拶 (加賀谷 悪 東 京八王子南ロータリークラブ会長)

助成金を八王子南ロータリークラブよリプロバスクラブヘお渡ししましたのでどうぞお納め下さい。

本年度より当八王子南ロータリークラブとプロバスクラブは、いっそうのお付き合いをさせていただ

きたいと思います。今後ともご案内を申し上げますので、共に活動していきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。

3.幹事報告 (下山幹事)

①全日本プロバス協議会に正式加盟した。

②八王子市民健康づくりのため意見交換会があり、健康ネット21と いう仮称で準備会が行われ、

当プロバスクラブも参加51団体のひとつとして10月に正式参加することになった。

③電子メールの調査表配布。メールアドレスを持っている方はアドレス帳作成のため調査表にご記入

してください。

④八王子ボランティアネットワークの記念講演会が10月25日 (土)エ ルシーにて行われますが、当

プロバスクラブが後援団体として参加。講演者は 「国境無き医師団」の日本会長の寺田あきこ氏で、

参加料 は2000円 。

⑤ 立川会長の提案により、日本ユニセフ協会のための募金箱を用意したのでご協力お願いします。

4.委員会報告

◎情報委員会 (橋本副委員長)

当プロバスクラブのホームページの立ち上げは、コンテンツ作成を含め只今準備段階です。作成方

針としては外部へ向けての情報発信を考えております。

◎ 会員委員会 (大山副委員長)

会員の増強を行うのはもちろんのこと、質を落とさない程度の適正な増員で7～10名、全体で70名
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くらいを目標に行っていきたい。なお、増員方法としてアンケー ト、推薦書、申込書に記入の上申

し込み頂きたい。また、必要の方には設立主旨等を作成しお渡しします。審査会は毎月第 1木 曜日

とし、審査を行います。

本年も親睦旅行を行いたいので、ご協力お願いいたします。

◎ 研修委員会 (須藤委員長)

卓話は現在8番台近くにきております。皆様準備をお願いします。また、11月13日の例会を野外例

会と考えています。

◎ 地域奉仕委員会 (宮崎委員長)

人数が多く仕事の多様のため、Aグ ループ ・Bグ ループに分けて活動します。Aグ ループは生涯学

習サロンを中心に企画 ・運営を行い、Bグ ループは野外サロン ・いちょう祭り・外部団体との窓日

となります。

第8回生涯学習サロンのアンケー トを来月例会までに必ず提出していただきたい。

◎ 例会委員会 (田中委員長)

①通常第2木曜日ですが盆休みのため今回は第一木曜日に変更した。次回は通常通り9月11日 (木)

です。

②今回は各委員会ごとのテーブルにし懇談会がスムーズに行われるようにしたが、9月は自由席と

なり、フリー トークを行えるように考えております。

5,卓話 (秋山邦博 会 員)

テーマ : “言葉と暮らし
"

以前NHKで 有識者350名に、あなたが美しいと思う日本語を6つあげてください?と いうアンケー

トで、あげられた言葉はひとつを除けば全てあいさつ言葉だったそうです。一位は 『ありがとう』二

位が 『さようなら』あいさつ言葉以外では 『さわやか』だそうです。

また先日1/「AM合 会でお話しさせて頂いた中でもっとも多かったのが 『平和』という言葉でした。ど

うやらその時代の思いが込められているように思いました。

しかし最近では、あいさつという言葉が少なくなってきているのではないでしょうか ?そ の美しいと

される言葉が少々忘れられている様です。

ところで挨拶とはなんでしょうか ?漢 字でかくと 「互いに近づき、責め合う」という意味だそうで

す。あいさつ言葉にはそれぞれ意味があります。 『有難う』には、 (滅多に無いのにやって下さって

ありがとうございますという感謝の気持ち)、 『さようなら
“
然様

"』
には、 (さようならば、これ

にて失礼つかまつるという意味)『 いただきます』には (頭にのせていただく仏教徒の習慣からきた

頂戴する)ま た 『
“
ご馳走様

"』
は (私のために走り回つて準備してくださったのでしょうという気

持ち)か ら。 『こんにちは』は、 (今日はご機嫌いかがですか)、 『
“
お陰様で

"』
には (あなた様

のお陰さまで生きております)と いう言葉からきています。これらの言葉は外国には無い、日本古来

から暮らしの中にある美しい言葉です。

また今日言葉の意味だけではなく、暮らしの意図までよくわからなくなってきています。神棚の間

日は3尺 6寸 5分 。365日神様に毎日手をあわせ願うことの意味を持っています。このように我々の

暮らしの中には意味があります。意味が分からなくなってくると神棚もあいさつも減ってきます。

言葉はコミュニケーションのきっかけで、人と人が繋がっていく唯一の方法だと思っています。あい

さつをし、人と心のつながりをもてる様、心がけていきたいと思っています。

6.その他なし。

7.委員会ごとの懇談行いました。

8.プロバスソング斉唱

9.閉会 14時 40分

※次回例会 9月 11日 (木) 12時 30分
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2003～ 2004年 度のテーマ 「一喜びを分かち合おう。支えあえる仲間になろう一」

第 95回 例会報告 (司会 田 中例会委員長)
日時 平 成 15年 9月 11日 (木)午 後 0時 30分 ～

場所 エ ルシー八王子 3階

出席者 会 員 53名 (出席率 82%)

来賓 八 王子南RC 加 賀谷恵会長、廣瀬武彦幹事、小沢春美プロバス担当委員長
東京多摩RC 岡 野一馬 35周 年記念実行委員長、水野晴之、林彰一、小西弘純の各氏

1 会 長挨拶

皆様こんにちは、本日はお客様が大勢お見えになり、一寸部屋が狭く窮届であると思いますが
(これは現在、改装中で15日完了予定)ど うかご辛抱いただき最後までお付き合いを頂きたいと思

います。今年の夏は冷夏、冷夏だといわれながら、この数日間は真夏に戻ったような暑い中、また
遠い所から、本国は東京多摩ロータリークラブの岡野35周年記念実行委員長様をはじめ御四方のご
来賓、また八王子南ロータリークラブからは加賀谷会長様をはじめ御三方と7名 ものお客様をお迎
え致しました。後ほどご挨拶を頂戴したいと思いますが、取りあえず私が先にご挨拶をさせて頂き
ます。今年の夏は8月 の例会が一寸早かったので、随分お久し振りのような気がいたしますが、寒
いといわれた夏を皆様どのように過ごされたのでしょうか。皆様のお元気なお顔を拝見してうれし
く思いました。

私は3週 間前にモンゴルヘ再度行って来ました。帰ってきてまだ 2週 間ほどです。そのモンゴル
ヘは昨年から3回 目の訪問ですが、今年が本番で、何時も活動しているガールスカウト東京都支部
の子供達25名 (高校生)を 連れて、植樹の奉仕に行って来ました。40年以上毎年緑の募金を続け
てきており、それにより国土緑化推進機構の助成を得て (全額ではないが)唐 松、モミの木、その
他灌木類合わせて2,000本位 (現地のお金で1,000万円)を 植えてきました。
これは5カ 年計画で、今までは緑がなかったのですが、この次も元気があればまたモンゴルヘ行き
ます。このとき非常に感じたことは、今年の日本は冷夏、ヨーロッパは猛暑でありましたが、モン
ゴルは雨がものすごく多く、砂漠も草原も緑が青々としており、昨年は真っ黄色だった土地が今年
は緑一杯で、家畜類が緑を食む姿を見て、モンゴルが少しは豊かになるのではないかと思いました。
また、特に感銘を受けたのは、若い男女モンゴル大学生の通訳能力の高さで、日本にも留学せず、た
った2年 間の勉強で意思の疎通を巧みに行う能力に感銘を受けました。

まだまだ、お話ししたいことがありますが、次の機会に譲るとして、最後に連絡事項があります。
① 夏休み中にもかかわらず、各担当委員会がそれぞれ集まり、活発に議論を進めながら意見交換を

行い、本年度の目標とするテーマの骨子を固めつつあることが、理事会に報告としてあがってき
ている。これらの努力は当クラブの反映に繋がると思う。会員の努力に感謝するとともに、秋の
活動シーズンにもよろしくお願いしたい。

② 大 阪プロバスクラブが中心で推進しているプロバスの全国大会が迷走している。具体化したら報
告する。

③ 横 浜プロバスクラブからここのところ、書面、電話等でしきりにアプローテがある。何か経営難
の様子、八王子プロバスクラブの運営ノウハウを学びたいと。 lo月 に元会長の平原会員が赴き、
講演をする予定。きっと良い平原ワールドを造って来られるのではないかと期待している。

④ 会 長が関係している八王子フィルハーモニー管弦楽団の第30回記念定期演奏会が10月26日に八
王子市民会館で行われる。なお、ゲストとして、 ドイツ国ザクセン州のアマチュアオーケストラ
:ケムニッツ (40名 )が 再来日し演奏会に華を添える予定。 (入場料1,000円)

⑤ プ ロバスクラブは今年8年 目を迎えて、チャーターメンバーの方が随分少なくなってきている。
いろいろと、年度ごとの会長にお骨折りいただいたが、プロバスクラブとはどのようなものだと
の認識が希薄になってきている。副幹事の鶴国会員がインターネットで素晴らしい資料を見つけ
たので、きちんと整理し、皆さんに伝えるよう依頼してある。プロバスクラブがどのようなもの
かを各自、勉強してほしい。

2 来 賓紹介
別紙の通り、東京多摩ロータリークラブ、八王子南ロータリークラブのご来賓を拍手をもって歓迎。
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3 来 賓挨拶

○ 八王子南ロータリークラブ 加 賀谷会長
先月は欠席したが、時間がある限り出席するつもりである。先程、立川会長の話の中で益々敬服

したのは、南RCの 予算はプロバスの約10倍 ある。プロバスクラブは生涯学習サロン等、きちんと
やりながら予算内で運営している。南RCと しても予算の使い方についても、考える必要がある。
何時も不足、不足を言うのではなく、部屋の使い方等についても再考の余地がある。つい先週に補
正予算を組んだ。誠にお恥ずかしい次第であります。

再来年20周 年記念行事が予定されているので、予算を含めて現在作業を進めている。
今日の資料の中にプロバスクラブのゴルフコンペの開催通知があった。過去何回か参加したことが
ある。大変楽しい会でありまして、今回も早速エントリーしたい。

○ 東京多摩ロータリークラブ 岡 野 35周 年記念実行委員長
多摩RCは 来年 6月 に創立35年 を迎える。記念事業としてプロバスクラブを作ってみたい。八

王子では、今まで 7年 間のロータリークラブとプロバスクラブとのつながりがあるようなので色
々勉強させてほしい。また、プロバスの平均年齢はもう少し上で、先輩の方が多いと思っていま
したが、平均年齢が67,8才位だそうで、実際より若々しい構成との印象を受けた。今後のご指導
とご厚誼をお願いしたい。

4 幹 事報告 (下山幹事)
1)手 許にピンクの用紙を配布したが、これは 「国境を越えたボランティア活動」についての八王子

ボランティアネットワーク結成 3周 年記念講演会の件である。
期日 :10月 25日 (土)13時 30分

場所 :エルシー八王子

会費 :2,000円 (講演会後に交流会あり、会費3,000円 )
申し込み :20名 枠あり

2)電 子メールアドレス配布の件
先月のアンケー トにお答え頂いた方に配布した。リス トの中で、自分のメールアドレスに誤りが
ないかどうかチェックをして、あれば幹事まで連絡をお願いしたい。 (誤植 :吉 田信夫会員の

yoshidaの h抜 け)
電子メールの活用状況は様々であり、各個人の使い方が不明であり差があるので、メールの出し
っぱなしでOKと しないでほしい。

3)市 民健康作り推進協議会正式名称決定の件
正式名称は 「はちおうじ健康づくり推進協議会」で10月 21日 に発足予定である。
当プロバスクラブも参加する。

5 委 員会報告
○ 会員委員会 (中野委員長)

・親睦旅行の件 :前年度は長野に旅行したが、当クラブには親睦を深めるという意味もあるので、
今年度も実施したい。調査の結果、都合により来年 6月 中旬を予定している。

・新入会員加入の件 :現在の所無し。会員の皆様へのお願いであるが、声を掛けて少しでも増やす
ように努力したい。希望者があれば、申込用紙は中野または大山副委員長のもとにあるので、申
し出ていただきたい。

○ 研修委員会 (須藤委員長)
・野外研修案内 :11月 例会に合わせて野外研修を実施したいと考えている。今年度は今まで訪れた
ことのない横浜方面を計画しており、午前は金沢文庫、中華街で昼食をはさみ、午後は横浜開港
資料館、神奈川県立歴史博物館を予定している。集合出発時刻が早いのでこの 1日 のみ、早起き
して遅刻の無いよう願いたい。会費は前年度並みの5,000円を予定しており、10月9日に集金を予
定している。また、個人的に希望事項があれば委員長に申し出られたい。

・卓話 :10月 は橋本鋼二会員に依頼している。
① 地域奉仕員会 (橋本副委員長)

・先月の例会で第 8回 生涯学習サロンのアンケー ト用紙を配布したが、回収については、本田受付
にて回収をさせていただく。未提出の会員がないように、全会員の協力をお願いしたい。

'野外サロンについてはこんな所にいってみたいという所があれば、是非記入いただき建設的なご
意見を賜りたい。是非協力下さい。

① 例会委員会 (田中委員長)
・エルシーが現在四階を全面的に改装中で、15日に完成予定である。本国は狭いところになったが、
来月からはもう少しゆっくり座れる席を用意できるのではないかと考えている。配席については
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7、8月は各委員会毎にアレンジした。 9,10月 の配席はフリーでテーブル毎に、自己紹介、近況
報告などお互いの理解を深めるようにしてください。

・11月は野外例会になるが、車中での例会となる。

○ 情報委員会 (武田委員長)
・プロバスだよりについて :8月は編集部 ・印刷所が夏休みを頂いたので、2ペ ージ構成となったが、
お読みいただきたい。プロバスだよりの投稿については、未投稿の方や新しい番号の方 (新入会員)
は色々材料をお持ちだと思うので、是非積極的に原稿を出していただきたい。また、新しく連載
等をやってみたいと思う方も歓迎します。

・ホームページ制作について :本年度のメインはホームページの制作であり、 9月 後半から本格的
に検討してゆく予定である。当面は情報委員会で基本的な枠組みを作成するが、コンテンツにつ
いては会員諸兄のご協力をお願いしたい。プロバスだよりはクラブ内部の連絡、会員相互の親睦、

理解、あるいは活動の記録として残すことに重きを置くが、ホームページは外部への情報発信を主

目的として、例えば我がクラブのメイン活動である生涯学習サロンや卓話のような、自他の相互

啓発などをPRす ることを第 1義 的とし、インターネットを使うので、ゆくゆくは英文化して国
内のみならず、世界への発信を目指したい。

卓話 (吉田信夫会員)
テーマ :CTス キャナの進歩

1973年 (昭和48年)英 国EMI社 が初めてCTス キャナを開発した。CTス キャナは頭部を解剖
しないで、脳梗塞と脳溢血が診断できるとの事で、急速に普及した。その後、CTス キャナは格段
に進歩し、医療診断機器としての有用性はさらに高くなった。

解説 (配付資料参照)

①撮影時間の短縮
心臓や肺などは動きがあるため、撮影時間を短縮する事により、その動きによる画像のボケをな
くすことが要求された。開発当初は数分かかっていた撮影時間が1980年には 1秒、2003年には
0.4秒 にまで短縮、心臓の撮影もできるようになった。

②画像の高画質化
画質も改善され、身体の詳細な部分が見えるようになった。腫瘍などは3mmの 大きさまで見え、

早期診断、早期治療が可能になった。

③ヘリカル方式
ヘリカル (らせん)方 式による連続撮影により、立体画像の撮影が可能になった。これにより、
診断能力が飛躍的に増大した。例えば、肺3 0cmの部位を4秒で撮影でき、肺の検診に威力を発
揮するようになった。

CTスキャナは通常のX線診断機器と同じように、X線被爆の問題があるが、その高度な診断能力に
より、病気の的確な診断と治療に有用な医療機器である。

その他
○ 「秋の茶会Jの お誘い (主催 八 王子市文化祭実行委員会、

・期 日 :10月26日 (日)
・場所 :ク リエイ トホール
・時間 :午前10時～午後3時

八王子市教育委員会)

・参加 :当クラブから古川純香、阿部治子会員が参加
・申込み :10月9日 (木)の 例会時に矢崎会員が希望者を受け付け
・会費 :1,000円

○ プロバスクラブ囲碁大会
・期日 :10月 23日 (木)～ 24日 (金)
・場所 :藤野 ・陣屋温泉
・費用 :15,000円
・その他 :碁盤を囲まない会員も大歓迎です

プロバスソング斉唱

閉会 (大高副会長)

防災の日、東京の災害発生率シミュレーションではニューヨークの17倍、シンガポールの200倍

とのこと、各家庭の防災に対する意識をさらに高めねばならないと認識した次第である。本国はこ

れにて閉会とします

次回例会 10月 9日 (木)12時 30分
_ _ 食 _

鶴
F路静



悪魔の弁護人とへそ曲がり

悪魔の弁護人という言葉を聴いたことがあるだ
ろうか。フランス語で avocat du diable,英 語
で devirs advocateと いう。もとはカ トリック
の用語で、辞書には 「聖人に列すべき候補者に異
議を唱える非難役」と訳されている。改人を聖人
に列しようとするとき、教会内で 「列聖調査」を

行うが、調査役が異日同音に 「賛成、賛成」とい

ったのでは、結論を誤ることもあるので、調査役
の一人がわざと反対役に回り、 「この人物は聖人
に値しない」と力説する。そのことによって、審
査が慎重になり、誤った結論を避けることが出来
るというのである。サクラの一種かもしれないが、
わが国の 「賛成J「 異議なし」を叫ぶサクラでな
く、 「反対」を唱えるサクラである。外国での経
験であるが、法律家の会議で、長老に次ぐくらい
のキャリアの持ち主が 「今日は私が悪魔の弁護人
役をやりましょう」といって、気軽に反対論を述
べたり、疑間を提出したりして、会議の議論を盛
りあげる役を引き受けていた。悪魔の弁護人役が
いることによって、議論は活発化し、 「賛成、賛
成」だけの声が響く会議では見逃したかもしれな
い論点を発見することが出来、結局妥当な結論に
至ることが出来たのである。日本では、悪魔の弁
護人という言葉はよく知られていない。しかし、
これに似たような議論の仕方はある。会議のとき
組織の長が、自分の本心でない意見をいかにも本
心であるかのように出して見せ、部下の反応を見
ようとする。長の本心が分かっている部下は内心
にやにやしながら、それなりの、あとで困らない
ような意見を出す。本心が分からない部下は、む
きになって反論する。若さの特権である。最も下
等なのは、長の出した意見が本心だと思ってコイ
ショをする人だが、そんなバカはあまりいない。
裁判では、普通両方に代理人がつくので、そのう

藤 野  豊

えさらに悪魔の弁護人がいる必要ないと思われが
ちである。しかし、法廷の審理が終わって、評決
をするとき、もはや双方の代理人は退席している
から、やはり悪魔の弁護人役は必要である。陪審
裁判では、陪審員全員が始めからひとつの意見に

傾いてしまう危険がある。米国映画 「十二人の怒
れる男」では、評議の始めから陪審員のほとんど
全員が有罪説をとる中で、一人だけへそ曲がりの

男が無罪説を主張し、自説を貫いた結果、最後は
全員が無罪説になったス トーリーである。このヘ

そ曲がりの男は、意識して悪魔の弁護人を演じた
のではないが、結果としてこの役を演じ、陪審が
よい結論に到達するのに貢献したのである。日本
でも数年後には、裁判員制度を実施するが、うま
く行くのか。裁判員の教育程度から言えば、日本
は世界最高水準にある。文盲の人を探すのが難し
いほどである。この面では、なにも心配はいらな
い。問題は、簡単に他人の意見に同調しないへそ
曲がりがいるかである。日本人は頭の回転が速く
て、協調性があるのは長所といえるかもしれな
い。反面、議論のとき多数説が形成されそうにな
ると、吾も吾もと同調者が出て、迅速ではあるが
危うい結論に至るのではないか。それに、日本人
はとかく全員一致をやたらに尊ぶ。少数でも反対
説があると、決議に重みがないように考え、 「形
だけでも全員一致にしてもらえませんか」と裏工

作で少数説の人に自説の撤回を頼んで廻るような
悪習がある。ユダヤでは、 「全員一致の決議は無
効である」という。全員一致は、自分の頭で考え
ない、軽率な意見が束ねられただけのものであっ
て、合議体の集約された、拘束力ある結論とはな
らないというユダヤ人の知恵は、非常に大切なこ
とを教えている。

①会員の動き
・大野聖二会員

平成 15年 度中央公民館成人講座 ・ 「八王子～高尾山へ」 5回 シリーズ
第 1回  11月 5日  「古老に学ぶ八王子縁起物語」 講 演

講座の申し込み 往 復はがきで 「高尾山」 ・住所 ・氏名 (ふりがな)。 年齢 ,電話番号 ・返信面の
宛名を記入  ・ 費用 1,000円

10月 14日 必着 〒 192-0082 八 王子市東町5-6 中 央公民館
講座の詳細は中央公民館 (48-2232担 当 :紅林さんまで)

・平原俊彦会員
10月 10日、横浜プロバスクラブにて講演
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