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「日も風も星も」唱和
会長挨拶

奥村 与幸 会長

皆
皆さん、こんにちは。
今日は、当初は職業奉仕を別の視点からお話しようと思っていたの
ですが、話題を変えて「ニコボックス」のお話をしたいと思います。その
理由としては、村井ガバナー名の文書で、２０１１年３月１１日に発生し
た東日本大震災によって、親を亡くされた子供達が進学するための支
援活動としての「ロータリー東日本大震災支援連絡協議会」への寄付
金の要請が過日あり、その資金を「ニコボックス」の資金から拠出した
いと考えたからです。
これまでも、クラブのメンバーから「ニコボックス」には、
①そもそも「ニコボックス」は、何なの？
②会費とは別に支払う義務があるの？
③何に使うお金を集めているの？
などの素朴な疑問があることは承知していましたが、私自身も知らない
ままに毎回、支払いを続けてきました。
そこで、今回「ニコボックス」の資金を拠出するにあたり、前述の疑問を
解く必要があると考え、今日の話題は「ニコボックス」の成り立ちなどを
調べましたので、皆さんにお話し、共に考えたいと思います。
①そもそも「ニコボックス」は、何か？
まず、「ニコボックス」世界的な慣例ではなく、世界中の全てのロータ
リーにあるものではないようです。日本で、「ニコボックス」（当時は「ニ
コニコ箱」と読んだようですが）の慣例が出来たのは昭和１０年です。
当時、大正１２年（１９２３年）９月１日に発生した関東大震災の被災孤
児達を東京ロータリークラブが「東京ロータリーホーム」という孤児院で
お世話をしていました。そして、昭和１０年にオープンした遊園地「多
摩川園」に孤児達を東京ロータリーのメンバーで連れて行ってやろう、
と言うことになりました。しかし、突然の発案だったためか、クラブの予
算には計上されていなかったのでしょうか。資金の拠出が問題となりま
した。そこで、日本橋のラシャ問屋上村伝助商店の筆頭番頭であった
「関 幸重」さんが、一計を案じ、あり合わせのダンボール箱を持って
『あなたの誕生日ですよ』とか『お嬢さんが結婚されたでしょう』とか
色々なことを面白おかしく話しながら例会場を回ったところ、会員皆が
財布の紐を解いたとのことです。その結果、当時の大卒初任給の１０
倍もの６００円が集まり、孤児達を多摩川園に連れて行くことができた
そうです。それからは、関さんは何かことあるごとに、その箱を持って
回ったそうですが、あまり汚い箱では具合が悪いであろう、皆がニコニ
コしてお金を出してくれるのだからと言うので、三越に注文して「えび
す様」の顔を彫った箱を誂（あつら）えました。これが日本での「ニコ
ボックス」の起源だそうです。
②次に、会費とは別に支払う義務があるのか？
成り立ちから考えると、「ニコボックス」への拠出は「出したい人が、出し
たい時に、出したい金額を出す」と言う寄付の原則が適応されることに

なります。従って、資金の拠出の義務はなく、強制的要素は一切ない
のが「ニコボックス」への拠出となります。さらに踏み込んで言えば「お
誕生日ですよ」「お嬢さんが結婚されたでしょう」などと、おめでたいこ
とで寄付を募ったのが起源であれば、良いことがあった時に拠出する
ものかもしれません。
以前、この「ニコボックス」の問題を戦略計画委員会で議論した際に、
この方（高橋勝之さん）が、素晴らしい「ニコボックス」の定義づけをし
てくれました。それは、「ニコボックス」とは「幸せのおすそ分け」と言うも
のです。私としては、当クラブでは、「おすそ分けボックス」または「高
橋ボックス」と名付けたいほど良い定義だと思っています。
③最後に、資金の使途ですが、（何のために使うのか？）
これも成り立ちから考えると、社会奉仕活動に使うのが基本で、少し範
囲を拡大し加えても国際奉仕活動、青少年奉仕活動に使うべきもの
であり、クラブメンバーのために使うものではないと考えるのが自然で
はないのでしょうか。そして、溜まった資金は、クラブ（実態としては理
事会）での預かり金であり、クラブの財源すなわち予算ではないと考え
るのだと思います。また、「出したい人が、出したい時に、出したい金
額をだす」のですから、予算を立てることもできません。
冒頭の話に戻りますが、今回、２０１１年３月１１日に発生した東日本
大震災によって親を亡くした子供達の進学のための支援活動「ロータ
リー東日本大震災支援連絡協議会」へ同協議会、ならびに当地区村
井ガバナーからの依頼に応え、一人１０００円をクラブ全員分として切
り上げ、５万円を「ニコボックス」から拠出し、寄付をしたいと思います。
今日は「ニコボックス」の疑問や問題点について整理しましたが、「ニコ
ボックス」の起源が関東大震災の孤児のための募金活動がであったこ
とが、この募金に繋がる、なにかの縁かもしれません。
最後になりましたが、会長である私からのお詫びがあります。本日、
お話した「ニコボックス」の成り立ちを踏まえた「資金の拠出と使途のあ
り方」は、本来であれば「ニコボックス」を始める前に、皆で考え合意を
して始めるべきであったのですが、今日まで先送りとなってしまいまし
た。その結果として、昨年出席・ニコボックス委員会の河合委員長が、
ある方から誤った説明を受け、皆さんにお金の使途について間違った
説明をしてしまいました。これは、河合さんの責任ではなく、正しい「資
金の拠出と使途のあり方」を整理しなかった当クラブの問題であるた
め、会を代表して私からお詫び申し上げます。
おしまい。以上で本日の会長挨拶といたします。本日もご清聴いた
だき、有難うございました。

出席報告
当日(10/18)
前回(10/4)
前回(10/4)

浅野慎之 出席委員長

会員数
46
45
会員数
45

ニコボックス報告

出席数
29
35
修正出席数
45

出席率
63.0%
77.8%
修正出席率
100.0%

浅野慎之 出席委員長

結婚20周年を無事に迎えることができました。山あり。谷あり。
大谷まさみ
ボチボチいきたいと思います。
本日の卓話者としてふみもと子供将棋教室の文本力雄さんを
大口弘和
ご紹介させて頂きます。
コメントが思い付きません…心より反省しております…
文本さんをお迎えして。
今日の卓話、文本さんの卓話を楽しみにしています。

鈴木拓将
奥村与幸
遠山堯郎

藤井七段、最年少新人王 31年ぶりの更新に感動しました。

現王園陽子
申し訳ありませんが、本日の例会は中途退席します。

増田盛英
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クラブアッセンブリー中途すいません！
しっかり議事録確認しておきます。
第44回例会を祝して

加藤謙一

浅野信 出口茂 不破直行 河合秀紀
牧野敬充 水野紀孝 永田聡子 野々垣雄介
大野将義 佐野洋一郎 高木俊郎 田中吉彦
親睦活動委員会より報告 高木俊郎 親睦活動委員
①一泊研修会について、詳細が決まってまいりました。宿泊施設はビ
ジネスホテルをとっております。宴会は別会場にて手配しております。
11/10(土)18:00〜です。詳細については事務局よりメールにてご案内
申し上げます。
②12月の夜間例会、クリスマス会についても内容をつめております。
12/20(木)夜間です。皆様ぜひともご出席お願い申し上げます。

社会奉仕委員会より報告
野村治社会奉仕委員長
10/27(土)・28(日)にWFFが開催されます。チケットは前回例会時に配
布している為、昨年度のように分区ブースで集合するなどは致しませ
ん。本日例会と次回例会分のメークアップにもなりますが、会場内本
部テントにてカードを受け取って頂き事務局へ提出して頂くようお願い
致します。
新入会員入会式
金子彰宏 会員
所属委員会：ロータリー情報・会場運営委員会
カウンセラー：田中吉彦 会員

皆さんこんにちは。金子彰宏と申します。
謎の6年は他社の会計事務所に勤めておりました。履歴に漏れがあり
失礼いたしました。結婚も本当にしており、クリスマス会には妻を連れ
て、皆様に紹介させて頂きます。
今年47歳になるのですが、40歳の時に春日井青年会議所を卒業して
おります。それから奉仕活動とは疎遠になっていたところ、高橋さんに
誘って頂き今に至ります。お誘いありがとうございます。今後皆さんと
色々一緒にやっていきたいと思いますので、色々教えて頂けますよう
宜しくお願い致します。
幹事報告
鈴木拓将 幹事
●10/5(金)地区国際奉仕委員会が開催されました。地区委員として
鈴木拓将、クラブ委員長として権田淳裕が出席しております。グロー
バル補助金について詳しく説明があり、当クラブも今後力を入れてい
ければと思います。
●本日例会前にクラブ奉仕委員会、推薦委員会が開催されました。
●本日例会後、クラブアッセンブリーが同会場にて開催されます。委
員長の皆様は宜しくお願い申し上げます。
●ロータリー希望の風奨学金をニコボックスより5万円寄付させて頂
き、お礼状が届きました。メールでも送付致します。
●10/27(土)・28(日)WFF開催されます。
●11/10(土)・11(日)一泊研修会の積極的参加もお願い致します。
●次回例会11/1(木)12:20～13:30＠ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ1階「ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ
の間」例会後は定例理事会を開催する予定です。

中将棋といい現在の4倍以上の駒数での将棋が行われた時代もありま
したが、取った駒が再度使用することが出来るという現在形となったの
は江戸時代または鎌倉時代という説もあります。
＊私と将棋との出会い
私は小学4－5年頃に姉の同級生の女子に教えてもらいました。それ
迄は、はさみ将棋、まわり将棋、山崩ししか知らなくて、本将棋というも
のを初めて知りました。中学生へ入るとクラスに一人だけ、とてつもなく
強い子がいて、「王」のいろいろな囲い方を教えてくれたのです。それ
だけでも驚いた覚えがあります。それからは、その強い子に勝ちたい
一心で、将棋の本を買って独学を始めました。そして、中学卒業間近
になって、やっと勝つことが出来ました。とても嬉しかった記憶がありま
す。
＊ふみもと子供将棋教室
あなたのそれからの将棋との関わりと、「ふみもと子供将棋教室」を開く
動機や教室の理念など。いつから開いたのか。年1回の合宿など
＊聡太のこと
今思えば、姉の同級生が私に将棋を教えてくれなければ、藤井聡
太との出会いはなかったでしょう。聡太は5歳の時にお祖母ちゃんに
連れられて「ふみもと子供将棋教室」に来ました。ぷっくりして女の子
のように可愛かった、20級から始めた聡太は一年間で16級進級して4
級となってしまったのです。そして、小学一年の12月には初段となり、
将棋大会の優勝街道を進んでゆきます。小学三年生で、全国大会の
「小学生倉敷王将戦」で優勝して全国一となったのです。翌年の8月
（小学四年生）に奨励会を受験し合格し、教室を卒業しました。奨励
会について説明
4年9か月の日々を想うと寂しさがあふれてきます。（この間の聡太の
エピソード・人となりなどを入れる）藤井聡太は百年に一人の逸材だと
思います。やがて名人となる子で、さらにその名人のさらに向こうまで
歩んでくれる事でしょう。
＊棋士・聡太（7段）の活躍
スライドなどを利用 ４・５・６・７段への道について、理由と年齢など
＊私の苦い思い出
冒頭の言葉を、これから将棋を習おうとという人に、一言いいたい
（笑い）。
「将棋は覚えてはいけません。将棋はやってもいけません。」それは、
私の痛恨の思い出があるからです。とても美しい人と付き合っていた
頃、デートをすっぽかして将棋の方に行ってしまったことが・・・。
最後にチェリッシュのヒット曲をもじった替え歌を披露させていただき
ます。
～なのにあなたは将棋がいいの 将棋の駒がそれほどいいの
この私の愛よりも・・・・～
しかしながら、そのことがあったからこそ聡太との出会いがあり、今子
供たちと将棋を通しての楽しい毎日があります。心から感謝しておりま
す。

卓話「将棋・・・そして、聡太」
日本将棋連盟瀬戸支部長
文本力雄 会員
「将棋は覚えてはいけません。将棋はやってもいけません。」その意
味は終わりにお話ししたいと思います。
＊将棋の歴史
日本の伝統文化ゲームはどの様に生まれたのでしょう紀元前２～３
世紀古代インドのゲーム「チャトランガ」がルーツだと言われています。
そのチャトランガが西へ行きチェスとなり、東は二つの経路、一つはス
リランカ、マレーシア、タイ、ラオス、台湾、琉球を経て日本へと伝わ
り。もう一つは中国、モンゴル、朝鮮半島を経て日本へ伝わったと言わ
れております。ほとんどの国の将棋はチェスのように、取ったものは再
度使うことが出来ないルールなのに対して、日本では大将棋、

次回例会【第48回通常例会】
日 時 ： 11月15日(木) 12時20分～13時30分
会 場 ： ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ1階「ｼｬﾝﾎﾞｰﾙの間」
卓 話 ： ステージレースについて
卓 話 者 ： 田中 なおい 氏
例 会 後 ： ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 13時40分～14時40分
(対象者：役員・理事・委員長)
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