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２０１４-２０１５年度 

第２４８８回 
平成２７年３月１３日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆◆ロータリーソング『我等の生業』      
◆◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆◆ お客様紹介                 

・本日のゲストスピーカー 

劇団 ゆにぃーく＆ぴぃーす 

     代表 遠山 ゆかり様 

・船橋東ＲＣ／相澤 友夫様 

・成田ＲＣ／  小寺 真澄様 

 

◆◆ 会長挨拶及び報告      竹尾 白会長  

◆大分県と愛媛県に挟まれた豊後水道にある豊予海

峡（速吸瀬戸とも呼ばれる）は、非常に海流が速く、

餌となるプランクトンが豊富にあることから、アジ

とサバが住み着いており、それを一本釣りで釣り上

げています。これが関アジと関サバで、漁協でタグ

をつけて関西から東京の料亭へ空輸するようになっ

て有名になりました。 

◆本日は、ホワイトデーということで、２月のバレ

ンタインデーのお返しを女性会員に、『倍返し』でさ

せていただきます。 

 

◆◆ ご挨拶                  

退会のご挨拶  永安 重治会員 

３年前の４月に入会させていただき、ちょうど３

年間、皆出席させていただきました。 

今後は、島根と鳥取を管轄する ALSOK 山陰という

子会社の社長をやらせていただきます。 

一昨年の親睦旅行先の出雲大社で、「良いところだ 

 

な。また来たいな。」と思っていたら・・・、出雲の 

神の力はすごいです。しばらく勤めさせていただく

ことになると思います。 

 私の後任は岡山出身の人間です。よろしくお願い

します。本当にお世話になり、有難うございました。 

 

◆◆ 委員会報告                 

会員増強委員会より（北原俊彦委員長） 

第３回特別会員増強委員会が開催されました。今

日現在５１名の会員ですが、５３名となる予定です。

そして女性が一人増え、７名となる予定です。「６０

名体制を作ろう」というキャッチフレーズで、着々

と進んでいます。 

私は、２０１５～１６年度の地区の会員増強・退

会防止委員会の委員長となりますので、皆さんのご

協力をお願いいたします。 

また、同好会・趣味の会についても、親睦活動委

員会と話してアンケートを採るなどして、次年度に

継続させるシステムを作っていきたいと思います。

そして、会員候補者の情報について皆で共有してお

誘いできるようにしたいと思います。情報提供をよ

ろしくお願いします。 

 

親睦活動委員会より（五十嵐 博章委員長） 

◆千葉緑ＲＣ・チャリティゴルフコンペ 

日時：４月２３日（木）  

場所：本千葉カントリークラブ 

◆第３分区Ｂ合同ボウリング大会 

日時：５月１２日（火）１８：００～ 

場所：千葉リバーレーン 

◆職場訪問及び親睦旅行のご案内 

 日時：５月２４日（日）・２５日（月） 

  行先：金沢方面          

 

是非、ご参加下さい！！  

 

◆◆ 幹事報告        石井 慎一副幹事    

来週３月２０日の例会は、定款により休会です。

再来週、よろしくお願いします。 



◆◆ ニコニコボックス報告            

≪成田ＲＣ・小寺真澄様より、ニコニコを頂戴し

ました。≫ 

 

≪竹尾 白会長・橋口 徹幹事≫ 

平和呆けした日本人には、平和は老夫婦のよう

な空気みたいになっているかも・・・。しかし、

世界には、平和のない拘束された不自由な生活を

している人が沢山います。 

遠山さん、世界平和のために何が出来るか、そ

の小さな取組みは何なのか教えて下さい。 

 

≪永安 重治会員≫ 

２７日は、引継ぎで松江に行くことになり、今

日が 後の例会出席となりました。約３年間、楽

しくロータリー活動に参加出来ました。皆様のお

蔭です。本当に有難うございました。 

 

 

◆◆ 出席報告 (会員数５１名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

卓 話⇒ 『～ Think globally．Act locally． ～ 

       世界平和のために私ができる小さなこと』 

卓話者⇒ 劇団 ゆにぃーく＆ぴぃーす 

         代表 遠山 ゆかり様 

        

皆様、初めまして。 

ただ今ご紹介を頂きました、

劇団☆ゆにぃ～く＆ぴぃ～す代

表の遠山ゆかりと申します。私

の劇団は船橋市で昨年生まれた

「劇団☆ゆにぃ～く＆ぴぃ～す」

という市民劇団です。 

今日の講演のタイトルは、「世

界平和のために私ができる小さなこと」となって

おりますが、私はこの劇団を通して自分にできる

小さな世界平和を実現していこうと思っておりま

す。 

では、この「世界平和」という大きなビジョン

と「市民劇団」という形がどうつながっていくの

か。 

それをご説明するために一冊の絵本を読ませて

頂きます。 

しばし、お付き合いくださいませ。 

 

～「せかいのひとびと」～ 

ピーター・スピア／絵と文 

松川 真弓／訳 

評論社  

 

「みんなちがって みんないい」 

簡単に申し上げるとこのようなことを伝えている

絵本です。 

私がこれからの子ども達に遺したい「世界平和」

な世界です。 

 

私は、２８歳の時に長女を出産しました。 

初めての育児に毎日毎日不安と闘いながら、ひた

すら自分にできることは、専業主婦として社会の

縮図である「家庭」を守ることでした。 

独身時代は、仕事が大好きな人間で暇が嫌いで

したので、毎日のように家の模様替えをしたり、

床を磨いたり、ピカピカにしていました。 

そんな中、テレビのワイドショーを見る度に、

悲惨な虐待のニュースや戦争などのニュースをや

っています。 

 

今こうして自分が家の床を磨いている間にもど

こかで悲しい事件が起こっている。 

 

たしかにお家をピカピカにすることも大事だが、

このエネルギーをどこかに使えないだろうか。そ

う思いました。 

 

私はとにかく子ども達に戦争や争いのある世界

を残したくありません。 

 

私がいなくなった後の世界に、戦争を遺すわけ

にはいきません。 

 

私は昭和５４年生まれですので、もちろん戦争

体験はしておりませんが、私達の先輩方が命がけ

で今の平和な日本を築いて下さいました。平和な

この日本に産まれた以上、これを引き継いでいか

なくてはならない。そう思っています。 

では、戦争や争いの根源には何があるのか。  

色んな理由が挙げられますが、私は人類が争う理

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 9,000 円 累計 708,000 円

金の箱 1,418 円 累計 20,600 円

出席者数３３ 欠席者数１８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ３ 修正出席 ６９．２３ ％ 

千葉ＲＣ 月 4/6 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/31・4/14 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/31・4/14 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 4/8 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 4/2・4/9 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 4/23・4/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



由の一つに 

「自分だけが正しい。あなたは間違っている」と 

いう宗教、文化、考えの正しさの押しつけ、ぶつ 

かり合いがあるのではないかと思いました。 

フェリス女学院大学時代の「異文化間コミュニ

ケーション学」という授業でこんなことを学びま

した。 

「異文化とは国と国との間だけでなく、個人と個

人の間にも存在する。人は一人として同じ人間は

いない。 

人の数だけその人なりの価値観、歴史、文化が 

ある。違いを違いとして、ただ認めるということ。 

どちらかに合わせようとするのではなく私もＯＫ。 

あなたもＯＫ。 

ただ、違うんだね。ということを受け止め、認 

める。 

その上でどうしたらよいかを一緒に考えよう。」 

 

つまり、ＩとＹＯＵで主張しあう考えから発展 

させＷＥを主語に新しい世界を創造すること。 

 

これが平和、調和につながるのではないかと思

いました。 

このような「多様性を認め合うこと」が戦争の

原因の一つをなくし、平和と調和の世界を創って

いく。そう思い、違った価値観を受け入れる地域

コミュニテイの場作りとして親子カフェや自主保

育園などを立ち上げた後、２０１４年４月の劇団設立

に至りました。 

劇団という場所を通して、子どもや主婦、ミュ 

ージシャン、サラリーマン・・・。 

障がいをもっていらっしゃるお子様の出演も毎 

年ありますが、とにかく自分と違う様々な環境に

いる人とこども達が出会う機会を創る。 

そして、個性の認め合いをテーマに、あくまで

エンターテイメントというツールを使って楽しく

社会にメッセージを発信していこうと思っていま

す。 

 

後になりますが、 

「劇団ゆにぃ～く＆ぴぃ～す」とい

う名前には以下のような意味がこめ

られています。 

 

もしも世界が一つのジグソーパズルだとしたら 

きみは世界にたった一つの unique な piece だ。 

 

きみの unique な piece は凸凹のままでいいよ。 

きみの凸凹を隣の人がうめることで 隣の人は

喜ぶのだから。 

きみと全く合わない piece の形もあるかもしれ

ない。 

その人はきみとは離れたところで世界の絵の一

部分をうめてくれているんだよ。 

自分のピースの形を知ろう。 

それが相手のピースを知ることにもつながる。 

互いの piece を認め合うこと。 

それが peace な世界を創っているんだ。 

 

市民劇団という小さな形ですが、ここから必ず

世界平和を発信していきます。 

絶対に子ども達に争いのある世界を遺しません。 

どうか、一緒に平和な世界を子ども達のために創

っていただけますようご指導、ご協力を頂けたら

この上なく嬉しく思います。 

本日は誠に有難うございました。 

 

 

 

ジグソーパズルのジグソーとは、英語の jigsaw
（糸鋸、いとのこ）のことであり、元々このパズ

ルが木の板を糸鋸で切って作られたことからこの

名がついた。1760 年頃に、ロンドンの地図職人で

技師のジョン・スピルズベリが、子供の教育のた

めにピースが国の形のジグソーパズル

（完成すると地図ができる）を作ったの

が 初と考えられている。 
（ウィキペディアより） 

 
 

 

創立５０周年記念事業で植樹した桜 （2014.4.5 撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

今年はどれだけ成長

したかな・・・。 

４月３日の例会食事

後、見学に行きます。 

 

 

 

第２４８９回例会 

日  時⇒ 平成２７年３月２７日(金) 点鐘１２：３０ 

演 題⇒ 『ジュエリーリフォームと 

タンスに眠るジュエリーの整理 』 

卓話者 ⇒ジュエルダリアス 

オーナー 池内 基曜 様 

（英国宝石学特別会員 FGA ジェモロジスト取得） 

第２４９０回例会 

日 時⇒ 平成２７年４月３日(金) 点鐘１２：３０ 

（食事・委員会報告終了後、植樹した桜を見学に行きます。） 

 
＜会報当番：石井 慎一会員＞ 


