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「元気に〜いま、
私にできることを〜」
会

第3013回
6/3(金)

6月第1例会

点鐘：12:40

「 私と 百 名 山 」
吉田 俊博

会員

４つのテスト
⓵
⓶
⓷

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか

6月第2例会

6月第3例会

点鐘：12:40

テーマ「福島県見学に行って」

テーマ
会員
卓話

第3014回
6/10(金)

原発のごみ処分を考える会

卓話 事務局

出席率68.75 ％

鈴木 早苗 様

長

帰山

明朗

第3015回
6/17(金)

点鐘：12:40 文化プログラム

テーマ

SailOn初夏のコンサート
〜鯖江RCスペシャル〜
ソプラノ

出演者 サクソフォン
ビ アノ

東
園
様
片山 奈々愛 様
仲谷 理沙
様

6/3(金）

第3013回

鯖江商工会議所４階大ホール

部に対する奉仕活動の基金として使っていくものです。 の完結に至る一連の流れの中で実施する目的別募金
ただし、ニコニコというのは世界的な慣例ではない の方が合理的だという意見もあるようです。
ようです。
アメリカを始め諸外国にはニコニコ箱に類す
皆さまはどのようにお考えになりますか。
開
会
点
鐘
るものとして
「Fine Box」
と
「Chest Box」があります。
委 員 会 報 告
四 つ の テ ス ト
ロータリーが創設されて間もなくの１９０５年の例会
清水 康弘 社会奉仕委員長
の時に、欠席、早退者は 50 セントの罰金を科す規定
国
歌
斉
唱
皆様のお手元に、第2回フ
が採用され、
それを自主的に投入する罰金箱として
ード
ドライブのご案内が届い
ロ ー タ リ ー ソ ン グ 「Fine Box」が設けられました。
ているかと思います。
会
長
の
時
間
もう一方の「Chest Box」は目的を定めた募金箱で
昨年12月に実施し、今回で
ですから、目的を定めずに募金をする日本のニコニ
す。
幹
事
報
告
等
2回目となります。
6月10日例会と17日例会時に集めま
コ BOX とは趣旨が異なるものです。外国のクラブでは
プ
ロ
グ
ラ
ム
奉仕活動をするための資金集めは、会員の了解を得た すので、例会出席時にお持ちいただけたらと思います。
私の家には昨年と同じくらいの量がありましたので、
閉
会
点
鐘
上で目的を定めて、
その目的のためにお金を集めるの
本日持参しました。
皆さんよろしくお願いします。
やり方のようです。
酒井 雅憲
ロータリーソング
では、
日本でのニコニコの起源はといいますと、
どう
ローターアクト委員長
も大阪説と東京説と二つあるようです。
今年度活動はほとんど出来
東京説は、昭和10年、関東大震災の被災孤児たちを
奉仕の理想
ませんでしたが、先日瀧ヶ花会
東京ロータリークラブの会員が、孤児院で世話をして
長より、次年度もしっかりやっ
いた子供たちを、当時オープンした多摩川園という遊
園地に連れていく資金を集めるために、同クラブ会員 て行きたいとの強い意志をいただき、昨日、瀧ヶ花会
の羅紗（ラシャ）問屋 上村伝助商店の筆頭番頭であっ 長・ミャンマー4名・大橋次年度会長・野呂次年度幹事
た、関幸重という人が一計を案じ、
ありあわせの段ボー ・私の8名で開催しました。内容は、懇親会等の企画を
会 長 の 時 間
帰山 明朗 会長
ル箱を持って、軽妙洒脱に面白おかしく話をしながら、 開催し、
アクト候補者を招待して、
アクトについて知っ
最近、色々とロー 例会場を回ってお金を集めたのが最初という説です。 ていただく為に、親会との連携、懇親会等をやって行こ
タリーのことを調べる
また大阪説は、昭和 11 年、大阪 RC が仏頂面で罰 うと思います。
ご近所・社員の18歳以上〜30歳未満の
機会が増えました。そ 金を出すような名称は好ましくないので、ニコニコ箱と 方等を、
ご紹介いただきますようお願いいたします。
の中から今日はニコ 呼ぶように提案し、以後、
日本ではニコニコ箱やスマイ
誕 生 祝 い
ニコについてお話し ルボックスと呼ばれ、投入する名目もニコニコに値する
結 婚 祝 い
します。
会員の慶事を、他の会員にも共に喜んで貰うという趣
ご承知の通り
「ニコニコ」は、例会場で会 旨に変遷したと言われています。
員が自由意思で善意の寄付金を入れるもの
このニコニコ、目的別の募金を行う諸外国の方式と、
です。
ロータリー特有のもので、会員、家族、 目的を定めず、いろいろな機会を捉えて募金を行う日
事業場等の慶び事、
お祝い事をニコニコし 本の方式の、何れが良いかについては様々な議論もあ
斎藤多久馬 会員
ながら披露し、喜びを分かち合い、又、失敗 るようです。
小淵 洋治 会員
大橋
良史
会員
した時や迷惑をかけたときもユーモアたっ
いろいろな機会を捉えて、
あまり意識せずに募金が
帰山 明朗 会員
ぷりに募金したりします。
この集まった善意 集まることがニコニコの長所ですが、奉仕活動実践の
小山 俊明 会員
はロータリアンのために使うのではなく、外 目的を定めて、
そのために計画の立案、資金調達、事業
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卓話

吉田 俊博
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会員

テーマ

「 私と百 名 山 」

孝久 治宏 プログラム委員長
槍が見える！」
という叫び声を聞く。実際そのユニークな岩の穂は見紛うこと
本日の卓話者は、吉田会員の「私と百名山」
という
はない。ひと眼で認め得るのである。
どこから見てもその鋭い三角錐は変るこ
タイトルでお願いします。
とがない。
それは悲しいまでにひとり天をさしている。
会員卓話：吉田 俊博 会員
富士山（3,776m）
テーマ：
「私と百名山」
この日本一の山について今さら何を言う必要があ
私のライフワークは「山登り」
です。百名山はのぼり ろう。かつて私は『富士山』
という本を編むために文
ましたが、昔から山登りはそんなに好きではありませ
献を漁って、
それが後から後から幾らでも出てくるの
んでした。
しかし、小さい頃から高い所や深海など人
にサジを投げた。
おそらくこれほど多く語られ、歌わ
がなかなか行けない場所に憧れていました。
れ、描かれた山は、世界にもないだろう。
1971年大雪山、黒岳を皮切りに、立山一ノ瀬山荘
老いも若きも、男も女も、
あらゆる階級、
あらゆる職
前のベンチで寝袋に入って寝ました。七変化する風景 業の人々が、
「一度は富士登山を」
と志す。
これほど民衆的な山も稀である。
が心に残っています。
というより、国民的な山なのである。
百名山は、NHKで深田久弥さんが紹介されたのを見て、興味を持ったから
八面玲瓏という言葉は富士山から生れた。東西南北どこから見ても、その
です。彼は小説を執筆される傍ら、
ヒマラヤ研究や山岳紀行に活躍され、64
美しい整った形は変わらない。
どんな山にも一癖あって、
それが個性的な魅
年『日本百名山』
で読売文学賞受賞。
『山の文学全集』
（全12巻）
を著作されま 力をなしているものだが、富士山はただ単純で大きい。
それを私は「偉大なる
した。茅ケ岳で亡くなられたと分かり登ってきましたら、登山口の石碑に
「百の 通俗」
と呼んでいる。
あまりにも曲がないので、
あの俗物め！と小天才たちは口
頂に百の喜びあり」
と書いてありました。
惜しがるが、結局はその偉大な通俗性に甲を脱がざるを得ないのである。
百名山選定の三つの基準があるそうです。1，山の品格 2，山の歴史 3， 剣岳（2,999m）
個性のある山です。（付加的に大よそ 1,500m以上 ※例外：筑波山、開聞
北アルプスの南の重鎮を穂高とすれば、北の俊英は
岳、伊吹山、天城山）
剣岳であろう。
鷲羽岳（2928ｍ）
全く剣岳は太刀の鋭さと靭さとを持っている。
その鋼
富山県と長野県に跨っています。富山県側の雲ノ平では、街のネオンが全
鉄のような岩ぶすまは、激しい、険しいせり上りをもっ
く見えません。辺りに百名山が30ほど見えます。黒部源流もあります。
て、雪をよせつけない。四方の山々が白く装われても、
※深田久弥さんは、
こんなことを言っています。
剣だけは黒々とした骨稜を現わしている。
その鉄の砦
槍ヶ岳（3,180m）
と急峻な雪谷に守られて、永らく登頂不可能の峰とされ
今さら槍ヶ岳について語るのも愚かなくらい、周知
ていた。弘法大師が草鞋千足を費しても登り得なかっ
の山である。三千米を超える高さと言い、颯爽とした
たという伝説はさておき、
日本アルプスの山々が登り尽
鋭い形と言い、わが国の山の中で最もユニークな存
くされる最後までこの峰は残った。
在である。
ジャンダルム
（3,163ｍ）
富士山と槍ヶ岳は、
日本の山を代表する二つのタイプである。一つは斉整
これは是非見て欲しい山で、西穂高と穂高の途中
なピラミッドで悠然と裾を引いた
「富士型」
であるに反し、他の一つは尖鋭な
にあります。
ジャンダルムとは衛兵の事で、事故の多
鉾で天を突く
「槍型」
である。
この二つの相対するタイプは、他の地方の山々
い山です。百名山に選ばれないのは、歴史が短いか
に多くの「何々富士」や「何々槍」
を生んだ。
らでしょうか。最近は、身体が言う事を聞いてくれない
私たちがどこかの山へ登って、
「あ、富士が見える！」
と喜ぶのと同様に、
「あ、 ので近場の山に登っています。

家 庭 会 合 報 告

４班：梅田 吉臣 副チーフ
6月1日(水)『天狗楼』に於いて、会員数8名中6名出
席+会長、幹事で
「コロナ過におけるロータリー活動」
について話し合いました。
今年に入って新型コロナ感染症の新規感染者が
増えていますが、重傷者は少ないという事で、次年度はいろんな新たな企画
や、中止していた活動を復活させて、会員が楽しめるような事業をお願いした
いという話が出ました。酒井さんの方から、8月には『こどもやっしき』が企画さ
れていますので、開催するときにはクラブとして何らかの手伝いをお願いした
いとの事です。
まだ、県では注意報になっていますので、いろいろ鑑みたうえ
で次年度はいろんな企画を立てていただきたいという事でした。
1班：岡本 圭子 副チーフ
5月27日(金)に
『天狗楼』に於いて、同じテーマにつ
いて話合いいたしました。
こういう状況の中、活発な活動は難しいですが、
自
分の職務を果たし活動していけばよいのではないか
ということです。今年度も休会の時期がありましたが、
出席率が75〜80％位あり、
この状況下に関わらず良い数字だと思います。
100％にしたいね、
という思いもありますので、楽しい会で出席率向上を目指
しましょうと、盛り上がりました。早く円卓に戻りたいし、
カレーもよかったです。
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にこにこＢＯＸ報告
6月になりました。
ありがとうございます。
最後までよろしくお願いします。
吉田会員の卓話を楽しみに
吉田会員の卓話楽しみです。山登り隊が増えそうでわくわくです
吉田会員の卓話を楽しみに 結婚祝いをいただいて
卓話させていただきます。山の良さをわかってもらえれば幸いです
誕生祝いをいただいて 吉田会員の卓話を楽しみに
家庭会合楽しかったです。 吉田会員の卓話を楽しみに
吉田さんの卓話を楽しみに
〃
〃
〃

山の話楽しみにしています

吉田会員の卓話を楽しみに
〃
〃

小計 ￥
29,000
累計 ￥1，204,000

結婚祝いをいただいて

幹 事 報 告

佐野 直美 幹事
皆さん こんにちは、本日の例会終了後に 定例理
事会を3階事務所にて開催致します。理事の皆さま
は どうぞ宜しくお願い致します。 以上です。
編集：クラブ広報委員会

