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ロータリークラブは家族と配偶者にも配慮
した行動を

ウイリアム ボイドRI会長エレクト
RI President-elect

氏 が語るWilliam B. Boyd
会長予定006-2007RI

親愛なる仲間のロータリークラブ会員、
クラブと地域活性、奨学金と交ロータリーのプログラムは

、そして様々な巨大な人道的なプロジェクトです。換
つの何処のクラブも必ずしも似ていませんし、我々の強2

さはこの多様性です。国の違いは寛容と協力が平和にとても不可欠で、ロータリーは自由
志願制で個人の健全性、国際協力の精神が非常に必要とされた例です。 万人のロータ120

リークラブ会員は、親睦とサービスを通してより明るい将来まで先導します。我々全員はロータリーで忙しい体を
もつ有名人でない普通の人々です。しかし、最善を尽くすよう努めます。ロータリークラブ会員としての自覚で、
奉仕の動機選択を与えられなければならないと強く思っています。

水管理 識字率能力 健康と飢えサービスは、一方通行であるはずではありませんし、強調すべきは には 、 、2006-07
の問題です。 人の子供たちは、毎日、水汚染の病気で死にます。きれいな水を持ってくることに集中するよ6,000
うに促します。読み書きの能力は、国の民主主義、安定性と繁栄の必要条件です。 すなわちポリオ根絶のPolioPlus
ために働き続け、ロータリーが世界中で知られている多くて様々な健康と飢えプロジェクトを続行します。

ロータリー若者プログラムは不可欠です。彼らも、完全性、寛容性との感覚を次世代に伝えることです。そして、
で、ロータリーを強化することができます。一緒に、我々は先導します。クラブの家族と配偶者を気にかけること
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例 会 予 定
東京世田谷中央ＲＣ 橘倍男会員2/23

「原文で話す 平家物語」
中村準様 「言語聴覚療法の仕事」3/2
濱岡 伸也様 歴史博物館3/9
黒田百合様 劇団「夢宇人」代表3/16

「障害のある子供たちとの作品づくり」
－－－－3/23
休会3/30

率先しよう
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点鐘
『我等の生業』ロータリーソング

四つのテスト
先日の には皆様大変頑張会長挨拶： IM

っていただき素晴らしいとの評判でした。有
難うございました。今日は世田谷中央クラブ
の橘様をお迎えして「原典 平家物語」につ
いてのお話をいただきます。

（卓話者）東京世田谷中央ＲＣ 橘 倍男（た特別ゲスト
ちばな ますお）様 朴 春鎬（パク シュンホ） 様

金沢香林坊ＲＣ 小幡 謙二様ヴィジター紹介
《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
橘倍男さんを囲んで例会後１ の喫茶室で懇親会をしますので、竹田敬一郎社会奉仕委員長： F

多数ご参加下さい。原典で聴く平家物語の写真集をテーブルに回しますのでご覧下さい。素晴
らしいその道の達人の出演です。

3 ,000 437,500 5,174,774ニコニコＢＯＸ ￥ ７ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
橘 会員 ￥１０，０００ 本日は貴重な卓話の お時間を頂戴して大変申し訳あり東京世田谷中央ＲＣ

ません。原典で平家物語を聴いて頂こうと企画は１０年構想でやって参りました。私ども東京世田谷中央Ｒ

Ｃも今年１０周年です。どうか５月１６日も皆様、是非とも東京にお出で下さい。本日はこのような時間を

与えて頂き感謝します。※ 謝礼金もニコニコボックスに入れて頂きました。 有難うございます。

二木会長 野城幹事橘 倍男様、ようこそ。５月に世田谷中央ＲＣへお伺いしたく思っています。

皆様のおかげでＩＭを大成功できましたことを感謝申し上げます。本当に有難うございました。尚、本日

は出張の為出席できませんがよろしくお願いします。 世田谷中央ＲＣ 橘 倍男様ようこそ。石丸会員

木場会員 木村陽子会卓話を楽しみにしております。 世田谷中央の橘様、今日はようこそ百万石へ。

先日のＩＭ、お疲れさまでした。ゲストに橘様をお迎えして。 橘 様 ようこそ我がク員 炭谷会員

ラブへ。 橘さんをお迎えして。ようこそいらっしゃいました。 世田谷中央ＲＣの橘様、ようこ齋木会員 竹田会員

そ金沢へ。心から歓迎致します。 橘様、卓話楽しみにしています。ＩＭ お疲れさまでした。成功して良かっ村田会員

たです。

橘 倍男様（東京世田谷中央 ）講話の時間 「原語で聴く平家物語の世界」 RC

バブル、企業倒産、構造改革の今日
の社会は まさに 年前の平家の800
時代を思わせます。そこで多くの方
に平家の没落と現代を重ねる事に賛
同をうけ、私も平家物語の勉強をこ
こ ～２年やりました。原典を語り1
という地味な芸で表現していただき
ましたた所、原典の文語体も ％が60
現代人にわかる言葉であって、非常
に印象的であり、感情も伝わり、価

13値あるものでした。平家物語１～
巻は歴史的文学であり、美しい文章
です。実在の人物が登場し、軍記物
語であり、琵琶法師の語りで

聴いた方がとても良いことがわかりました。 まさに盲目の芸能者の琵琶の弾奏と
点鐘共に語られた耳からの文芸であったと思います。

なお例会後は橘倍男さんを囲んで、ホテル日航 の喫茶室にて歓迎懇親会をしま1F
した。本年５月１６日（水）は東京世田谷中央 の 周年ですので、是非 多RC 10
数 百万石クラブから出席して下さい。とのことでした。原語で聴く平家物語の世
界 は金沢市能楽堂で行う予定です。

3/1 18 3/17〈 〉近隣RC３月の例会変更 金沢ＲＣ 金沢西ＲＣ「 」チャリティー例会 時～金沢ニューグランドホテル

（金 「休 会」 （火）３ＲＣ合同夜間例会 ～グランドホテル松任 （火）白山ＲＡＣとの合同例会） 白山ＲＣ 3/7 18:30 3/28
18:30 3/9 18:30 3/1～グランドホテル松任 木 ３ＲＣ合同夜間例会 ～グランドホテル松任白山石川ＲＣ 野々市ＲＣ（ ）

（水）３ＲＣ合同夜間例会 ～グランドホテル松任 （木） 「休会」18:30 3/30百万石ＲＣ
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％12 月修正出席率 84.43


