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第 2692回例会

《司 会》  相原雄治 君

《合 唱》  「それてこそロータリー」

《BGM》   ポピュラー クラッシック

《ゲスト》

《ビジター》 なし

《本日のお祝い≫

お誕生 日

11月 15日 高日雅司 君

《会長挨拶要旨》

結婚記念 日

11月 15日 細川俊彦 君

11月 17日 河原崎宏之 君

ll月 11日 のロイター通信

の記事の中に こんな記事と

ビデオを見つけました。「ニュ

ーヨーク市内を一人の女性が

一日中歩き回る様子を映した

ビデオがネ ット上で話題にな

つている」という記事です。ネット上のビデオに 1000万

回以上のアクセスがあったそうです。

ネット上で話題になつている理由は、このビデオに写っ

ている女性が、ニューヨーク市内を10時間一人で歩いた

ところ、合計 10時間で 100回以上も踏上でセクバラを受

けたと主張しているからです。

私もそのネット上のビデオを観てみました。2分はどに

短縮されています。その女性が路上でかけられた言葉は

たとえば次のような言葉です。

①ご機嫌いかが,②笑つてよ ご機嫌悪そうだね。③か

わい子ちゃん元気?よ い 1日 を.④君をきれいだと思つて

いる人がいるよ.⑤ もつと感謝しなくちゃ。⑥ちくしょう。

⑦ヘイベイビー.⑧今朝のご機嫌いかが?⑨話したくない

の?

http www shizuoka‐ east rclp

平成 26年 11月 i3日 天候 晴

これらの言葉を男たちが、一人で歩いている彼女にすれ

違いざま、あるいは、後ろから声をかけています。映像で

見ると、よく判りますが いわゆるナンパ風でしつこい誘

いがかなりありました。言い方にも下品で卑猥な言い方も

ありました。

声をかけられたこの女性は、そのときの感情を①セクハ

ラは、私の日常生活を邪魔している。②考え事をしている

のに邪魔をされたり、とても迷惑している。③不必要なス

トレスを感じている、などと述べています.

これに対して、男性側からは、次のような意見がネット

上に寄せられています。

①女性に声をかけるのは褒めているからだ。②女性は注

目を浴びることを楽しむべきだ。③女性は 外見に対する

褒め言葉と下品な言葉 (セ クハラ)の区別がつかないのだ

ろうか?親密な挨拶と口説き文句との区別もつかないの

だろうか
'た

だ 挨拶をしているだけじゃないか、とかで

す。

そのような男性側の見方に対して、女性からはさらに反

論がなされています。性差別やセクハラを受けた女性は

その経験によつて、見魚らぬ男性からの「こんにちはJと

いう言葉のやり取りにも慎重にならぎるを得なくなつて

いる。

女性に投げかけられた、男性にとつては言葉それ自体と

しては、何でもない無害に見える発言も、投げかけられた

女性にとつては たとえ「おはようJや 「こんにちはJで
あっても、むしろ恐怖感を抱かせることも多いのですと.

アメリカの社会においては、このような恐怖感は、事実

無根の話ではありません、と.●L事は言つています。ニュー

ヨークでは、先月、見知らぬ男性と話すのを拒んだ女性が

喉を切られた事件が起きています。

このビデオを通じての議論で感じるのは、男性が女性に

誘いをかけるときに女性がどう応じるかは、ネL機の正しさ

の問題だけでなく身の安全のF.3題 も起こり得るというこ

とです。人の嫌がることをしないということについて、私

たちはもっと心を配る必要があるということです.

セクハラの問題は、セクハラを受ける側の意識の問題で
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に輝きを



あると定義をされています。すなわち法律上のセクハラの

定義では「女性にとつて アンウェルカムであればセクハ

ラであり、ウェルカムであれば、際どい言葉や行動でもセ

クハラではないJと 定義されています。

このロイター記事を読んで思うのは、男性の何でもない

行為を 自分の何気ない行動を、女性がどのような想いで

それを受け止めているかを考えてみることも 人と人との

コミュニケーションの在り方を考えるうえで重要なこと

だということです。みなさんは、どのようにお考えてしょ

うか.

《栞費卓話》

「時計おもしろ話 J

元フジテレビ技師長 上瀬 千春 様

った内容とは全く別のメッセージが書かれていました。その

内容は「1861年 4月 13日 、サムター要塞は上記の日付に反

乱軍によつて攻撃された。我々に政府があることを神に感謝

します。ジュナサン・ディロン」 なぜ記述が違つていたの

か ?これは推測ですが 南北戦争が始まつた当初リンカーン

の目的は国が二つに割れることを防ぐことでした。奴隷制度

の廃上はその後に考えればよいと考えていたそうです.45
年後に発したディロンの言葉は、その後のリンカーンの情報

を元にに考えたものではないでしょうか。

《スマイル報告》

加藤整士樹君   今年もあとlヶ 月半、日々様々な出合

いがあり充実していますが、本当に時が

経つのは早い11例会への出席率を挙げる

ようにがんばります !|

ンデレラ物語の時計Jと いうお話をさせていただきます。シ

ンデレラの 12時の鐘はどのように鳴らされたのか ?それを

調べるために神日の本屋さんでシンデレラに関する本を集

めてみました。人間が時に支配される時代になつたことが物

語に表されています。それがいつの時代か
'そ

れはクオータ

ーで鐘を鳴らす時計がいつ登場したかで解ります。教会や公

共の庁舎に時計が設置されたのが 16～ 17世紀ということで

その時代の物語であることが推測されます。「シンデレラ物

語Jが書かれたフランスのベロー童話集は 1697年 に発行さ

れていますが、実はその他にも fシンデレラ物語」は世界中

にあります。その半世紀ほど前にイタリアのバシレという人

が書いていますが ペローはこれを真似て書いたというのが

通説です。但し、ガラスの靴、時計、舞踏会、馬車が登場す

るのはペローの物語だけです。一方他の「シンデレラ物語J

は残酷なシーンが多く登場するため 世界の子供たちに広ま

ったのはベローの作品が基になつたと言われています。この

物語は r女性も美しきだけでなく、人に優しくするなど徳を

積まなくてはいけませんJと いう教訓1を伝えてます。

次に「リンカーンの時計Jと いうお話をさせていただきま

す。18～ 19世紀頃は時計を持つことがステータスで、時計

1個で家が 1軒立つとも言われていました。リンカーンは当

時金時計を2個所有 していましたが、そのうちの 1つ を

1861年 4月 13日 にワシントンDCに ある時計メーカーに修

理に出しました。修理したアイルランド人のジュナサン・デ

ィロンは、その時丁度南北戦争が始まった時だったため、修

理後一度締めた文字盤を再び開け、文字盤の下に「火蓋は切

つて落とされた。奴隷制度は無くなる。とにかくやつてみよ

うとする大統領がいることを神に感謝しますJと 彫つたと語

りました.2009年になり、国立歴史博物館に40名 ほどの記

者が集まリ リンカーンの懐中時計に書かれたメッセージを

読むためその時計を開けたところ、驚くことにディロンが語

元フジテレビの上瀬でござ

います。私は全米時計収集家

協会の東京支部の会長を務め

ております。今日は時計にまつ

わるお話をいくつかさせて

いただきます。まず最初に「シ

― ヵ月ぶ りに例会に出席いた しま し

た。欠席続きで申し訳ありませんが、メ

イキャップは全てしております.11月 1

日には結婚記念日のお花ありがとうござ

いました。33回 目の記念日となりました

が、来年もいただけるようがんばります。

お詫びとおネしでスマイルいたします。

お誕生日のお祝いありがとうございま

す。随分と回数を重ねたものです。62回

目となります。これからも “気"だけは

若く頑張りたいと思います。

戸塚会員藍綬褒章受賞おめでとうござ

います。当クラフから受幸者が出たこと

を新聞で拝見し、うれしくてたまらなく

なりました。本当におめでとうございま

した。

昨日の結婚記念 日に自宅に花が届きま

した。今年で 20周 年です。家族に感謝の

気持ちを込めてスマイルします。

先日アンドロイ ドからアイフォン6に

機種変更したのですが、使い方がわから

ず 仕事もろくにせず設定ばかりしてい

るので、反省してプチスマイルを 。

上口直弘 君

高田雅司 君

,口 尚宜 君

長島秀親 君

冨井―矢 君

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

11/13 54(531 43 10

11/6 54(531 41 12

10/30 53(50) 43 7 0 5 92 00“


