
 

  

例会記録  

会員総数  46名  出席会員数  35名 

ゲスト      1名  その他        1名 

ビジター    0名  事務局        2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ  1名  出席率    76.09％ 

 ──────────────── 

4 月 22 日 Make-up後の 

出席率 82.61％ 
 
   【今週の MU状況】 
 須藤会員（5/18 RYLA ｾﾐﾅｰ） 

       （5/19 学友集いの会） 

 佐藤会員（RLI ｾﾐﾅｰ） 

 新保・飯嶋・佐藤・荒川会員 

（5/21 千代田 6 ｸﾗﾌﾞ会長幹事会） 

 

 

ニコニコボックス  

 新保会員：富山親睦旅行最高でした。 

  澤本委員長の素晴らしい設営と吉田会員の 

  サポートで 21 名（会員 12 名奥さま 9 名） 

  皆、楽しく無事帰路につきました。 

奥会員：富山旅行楽しかったです。ガラス 

  美術館へ立ち寄っていただきありがと 

うございました。 

時園会員：親睦旅行お世話になりました。 

  澤本委員長、お疲れ様でした。 

細谷会員：大変楽しい旅行でした。澤本 

委員長ありがとうございました。 

 

 

次回予告  

第33回例会 2019.6.3（＃2239）  

会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  地引君 

       受付係  保科君  福田君 

       会費係  内田君 

司会者     薗君 

ソングリーダー 乳井君 

 

 

 卓話 「『新朝鮮通信使を考える』 

～江戸時代の朝鮮通信使から 

学ぶ日韓友好～」 

 
    元米山奨学生 魏 聖詮氏 

         紹介者 新保君 

 

会長報告 

1）本日は、内野様より、人工知能について、お話をしていただきます。 後程宜しくおねがい致します。 

2）富山親睦旅行へ16,17日に行って参りました。 天候に恵まれ、大変楽しい、美味しい旅行でした。 

 澤本委員長をはじめ、皆様にはお疲れ様でした、ありがとうございました。 

3）米山奨学生の劉 晗(ﾘｭｳ ｶﾝ)さんが出席です。劉さんは、日韓次世代学術フォーラム（6/28～30韓国にて 

開催）では発表者として選出されました。 

「水上勉の短編小説『比良の満月』を巡る記憶の語り」で講演をいたします。 
 

幹事報告 

1）次年度、上半期の会費請求書を配布していたしました。よろしくお納さめください。 

2）次年度のスケジュール、委員会組織表を配布致しました。ご確認下さい。 

3）今期の最終例会は、6月17日夜間例会となります。 食味会も兼ねてゴージャスに開催する予定です。 

皆様ご参加ください。 

4）来週は、新旧各委員長のクラブ協議会が御座います。該当の方はご出席下さい。 

5）今月の福島産直品の配布日は、24、25日です。ご協力頂けます方は、本日は中にお申し出下さい。 

  本日の例会プログラム 

第 32回例会 2019.5.27 （＃2238） 会場：悠の間 

例会ホスト・紹介係 須藤君  会費係  伊藤君 

受付係     薗君  植芝君 

 司会者 荘村君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 後藤君 

卓話「戦前・戦中・戦後を生きて、そして今」  

㈱エルインターナショナル代表取締役            

元東京紀尾井町 RC会長 レイコ・リスター氏 

紹介者 齊藤会員 
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東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 31回例会 2019.5.20 （＃2237） 会場：悠の間 

例会ホスト・紹介係 保科君  会費係  福田君 

受付係   藤田君  吉田君 

 司会者 荘村君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 後藤君 
 

卓話「人口知能について」  
元㈱日本 IBM営業本部長 内野 秀紀氏 

紹介者 齊藤会員 

 

 

 
 

 

 

 

  2018〜19 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長   Barry  Rassin 



 
 

  
 

  

 

イニシエーションスピーチ 「無知の知」 

新入会員 藤田進太郎氏（4/22卓話  1/1日入会） 
 

 

 

 

１ 気仙沼で過ごした子供

時代 

私は，１９７３年１２月１

４日，宮城県気仙沼市に生

まれました。 

子供の頃は人見知りがひ

どく，人とうまく話すことがで

きませんでした。「達也君，

今度の日曜日，ハゼ釣り行かない？」と誘いたくても，

緊張してしまい，実際には，「あ，あの…」と言うだけ

で，そこから先の言葉が出てきませんでした。 

野球が好きで，小学生の時は地区大会でピッチャー

を務めたこともあります。しかし，中学校で野球部に入

ると，周りは野球が上手な人ばかり。レギュラーを勝ち

取るどころか，補欠としてベンチに入ることもできませ

んでした。 

野球は中学校までであきらめ，高校では勉強に専念

しました。その甲斐あって，東大に合格。気仙沼では，

東大合格は，１０年ぶりの出来事でした。それもあって

か，気仙沼ＲＣで新たに奨学金制度が設けられ，私は

「気仙沼ＲＣ奨学金」の最初の受給者になりました。 

２ 東京での生活 

東大に入学して，私は愕然としました。周りはみん

な，勉強ができる人ばかり。私は勉強でも「その他大

勢」になってしまいました。 

「勉強だけが取り柄だと思っていたのに，これから

先，どうやって生きて行けばいいんだ！？」私は深く悩

み，勉強に身が入らなくなりました。東大で学んだこと

といえば，「自分は何も知らないんだということ」くらい

なものです。 

とはいえ，勉強しか取り柄がありませんから，司法試

験を受けて弁護士になることにしました。なかなか試験

に受かりませんでしたが，５回目の受験で合格しまし

た。その後，司法修習を経て，弁護士になり，現在に至

ります。 

３ 気仙沼ＲＣ創立５０周年記念式典 

弁護士になって６～７年たった頃のことです。気仙沼

の弟から電話がかかってきました。「もしもし，どうした

の？」「気仙沼ＲＣの創立５０周年記念式典で講演？」

「うん，分かった，引き受けるから。じゃ，また。」 

弟からの電話は，２０１０年６月１３日に開催される気

仙沼ＲＣの創立５０周年記念式典で講演して欲しい，と

いうものでした。私が「気仙沼ＲＣ奨学金」の最初の受

給者であり，弟の勤務先の社長が記念式典の実行委 

 

 

 

 

員長を務めていたため，弟を通じて，私に講演の依

頼があったのです。 

記念式典当日，会場に行くと，大勢の人が集まって

いました。衆議院議員の小野寺五典議員もいます。気

仙沼市長もいます。宮城県議会の議長もいます。 

私は，拙いながらも，これだけ大勢の人の前で，最後

まで話すことができました。そのとき，思いました。「子

供の頃は，同級生に話しかけることもできなかったの

に，今ではこんなに大勢の人の前でも話せるようにな

っている。」「一生，人とうまく話せるようにはならないと

思っていたけど，そんなことはなかった。」「自分の可能

性は，自分でも分からないものだな…。」 

「無知の知」という言葉があります。「知らないことを

知っている」という意味の言葉です。この言葉を初めて

聞いたとき，私は，説教くさい言葉だと思いました。「お

まえは何も知らないのだから，謙虚に現状を受け止

め，学び続けなければならない」と説教されているよう

な気持ちになったのです。 

しかし，この言葉の意味は，それだけではありません

でした。「人は自分の可能性をよく分かっていないのだ

から，今，できないというだけで，将来もできるようにな

らないなどと勝手に思い込んではいけない。」といった

ポジティブな意味もある言葉だったのです。今，うまく行

かないことがあるからといって，できるかどうかをよく確

かめもせず，自分の可能性に蓋をしてはいけないので

す。 

４ 東京麹町ＲＣ入会 

私は，自分の可能性を確かめるために，東京麹町Ｒ

Ｃに入会しました。東京麹町ＲＣに入会して活動すれ

ば，もっと良い人間になれるかもしれない，世の中に貢

献できる人間になれるかもしれない，そう思ったので

す。 

現時点で，東京麹町ＲＣや世の中のために，具体的

にどのように貢献できるのかは分かりません。しかし，

私は，やがて貢献できるようになると確信しています。

子供の頃，同級生に話しかけることすらうまくできなか

った少年が，今では，こんなに大勢の前で話せるよう

になっているのですから。 

皆様，これから，どうぞよろしくお願いします。 
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