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第 2500 回 例会 10 月 13 日（木） 

米山梅吉記念館見学 

 

第 2499 回 例会報告 10 月 6 日（木） 

 卓話 

平井憲太郎様 

東京池袋西ロータリークラブ 

 

 

理事会報告 

(1) 行事・プログラム予定について 

11月 17日の例会は中止        承認 

(2)第 2500 回例会（10 月 13 日バス旅行）の見積

書、旅程について          承認 

(3)アースデーへの取り組みについて 

  植樹案件調査のお願い       非承認 

(4)2023年度分区幹事、分区副幹事について 

 分区幹事は齋藤雄作会員 

 分区副幹事、ＩＭ実行委員長は樋口信太郎会員 

                    承認 

(5)田無神社例大祭への協賛について 

 １万円を奉納する           承認 

(6)池澤会員ご尊父訃報への対応について 

  お悔み状を送る。          承認 

(7)事務局のポット買い替えについて    承認 

(8)佐藤恵美さんのコンサート 

  11月 11日(金)ひばりが丘中学校 

  11月 17日（木）青嵐中学校 

  参加者募集します。 

(9)10月 23日(日)世界ポリオデー武蔵野分区街頭

募金の参加者は次の 6名です。 

  ○齋藤雄作会員 

  ○樋口信太郎会員 

  ○新井浅浩会員 

  ○金子知未会員 

  ○関口豊一会員 

  ○松村哲也会員 

 

 

(1)「例会臨時変更のお知らせ」が来ています。 

(2)「バギオだより」が来ています。 

(3)「End Polio Now リソースのご案内」が来て

います。 

(4)「地域社会の経済発展月間リソースのご案内」

が来ています。 

   

 
 

総 員 24名  免 除 2名 

出 席 10名  出席率 43.5% 

欠 席 13名    

 

 

■ロータリーの友委員会 浦野利一会員 

委員会報告 

 

出 席 報 告 

幹事報告     樋口 信太郎 幹事 

会長報告     齋藤 雄作 会長 

週 報 

国際ロータリー第 2580 地区 東京田無ロータリークラブ 
例会日：毎週木曜日 12:30～13:30 

例会場：東京信用金庫 田無支店 2 階 

事務局：〒188-0011  

東京都西東京市田無町 5-1-12 

海老沢ビル 401 

TEL 042-463-6711  FAX 042-463-6716 

E-mail/info@nishitokyoshi-rc.org 

HP/https://nishitokyoshi-rc.org/ 

会長：齋藤雄作 幹事：樋口信太郎 

2022～23 年度 
RI 会長 ジェニファー・ジョーンズ 
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 ロータリーの友 

 横書 7 頁 特集 米山月間＆ロータリー学友

参加推進週間 

 横書 27頁 外国でニッポンが見えた 

 横書 31頁 地区別クラブ数・会員数一覧表 

 縦書 4 頁 デジタル時代の企業改革が会社と

地域を変える 

 縦書 16 頁 米山記念館で 24 年前の米山奨学

生と再会 

 

     卓話  平井憲太郎様 

● 祖父としての乱歩 

 乱歩が亡くなったのは 1965 年、私は 1950 年生

まれだから中学 3 年生のときであった。 

 1960 年頃から後は、パーキンソン病が徐々に悪

化し、体が次第に不自由になっていったので、病

院や特別な行事以外にはほとんど外出しなくなっ

た。 

 乱歩は子どもが一人しかおらず、それが私の父

である。したがって私は乱歩の初孫ということに

なり、小学校の低学年くらいまではずいぶんとか

わいがってもらった記憶がある。 

●作家になるまでの乱歩 

 乱歩は早稲田の卒業生で、経済学を専攻してい

た。 

 生家は三重県津の藤堂藩家臣の家系であったが、

曾祖父は関西法律学校（いまの関西大学）を卒業

（第 1 回生らしい）、法律書を著し、弁理士の資

格も取ったがその道へは進まず、三重県の役人と

なった。 

 その後名古屋で商売を興し成功して、祖父の小

学校、中学校時代はかなり裕福な家だったらしい。

しかし、中学を卒業するころに家業が破綻し、乱

歩は「苦学」覚悟で上京し、早稲田大学予科から

大学へ進学する。 

 なぜ経済学を志したかはつまびらかでないが、

経済学を学ぶ内に、経済の実体を作り上げるもの

は欲望であり、その欲望の姿を浮かび上がらせる

もの、として心理学への興味が高まってきたと自

ら書いている。 

 ●なぜ探偵小説へ傾倒したか 

ア 幼時に祖母から読み聞かされた黒岩涙香など

の冒険もの、犯罪ものの記憶 

イ 心理学への関心 

ハ 論理的思考、推理過程へのあこがれ 

ニ 大学時代に英語力が付くにつれ読み始めた欧

米探偵小説へのあこがれ 

●大学卒業後の職業遍歴、引っ越し 

 ありとあらゆるコネを使って様々な職に就くが、

いずれも長くは続かない。 

 しかし、実はサラリーマンとしてもなかなかの

腕前だったらしい。どんな仕事も上手くこなして

いたが、自分に向いた職業を見つけることが出来

なかったのだろうか。 

●乱歩は自信家だったか？ 

 専業作家になることへの躊躇。作品が認められ

一躍人気作家になったものの、その時の職業は新

聞の広告集稿で、かなりの高給を取っていた。最

初の依頼から自分で原稿料の相場を調べ、希望す

る金額を要求するなど、したたかな面もあった。 

●自分に関する資料を保存したかった乱歩 

 整理魔といってもよかったその性格 

●性格を一変させた第 2 次大戦中の経験 

 町会や防空団などの地域活動で、人嫌いな性格

が一変。戦後の評論活動と新人発掘の基礎となっ

た。 

 しかし、終戦を迎えた福島県保原での手紙には、

本人にとっての終戦の喜びがあふれている。 

●我が家への来客たち 

 偽電報事件？ 

 
 

 

齋藤雄作会員 

  皆様、こんにちわ。 

  寒くなってきたので、カゼを引かないように、

気をつけてください。 

  本日は、平井憲太郎様、卓話、宜しくお願い

します。 

中村洋司会員 

  平井憲太郎様、本日卓話よろしくお願いしま

す。楽しみにしていました。 

下平章会員 

  平井様よろしくお願いします。 

山田裕太会員 

  平井憲太郎様、本日はよろしくお願いいたし

ニコニコＢＯＸ 

 



ます。 

松川正秀会員 

  平井さんようこそ田無クラブへ。 

  卓話楽しみにしています‼ 

新井浅浩会員 

  平井憲太郎様、本日は卓話を有難うございま

す。 

  皆様、急に冷え込んできましたが、どうか御

体調をくずしません様に。 

飯島享会員 

  急に寒くなりました。 

  これからは寒暖の差が激しくなりそうです。 

  皆様ご自愛下さい。 

  平井様本日はありがとうございます。 

浦野利一会員 

  平井憲太郎様、本日の卓話楽しみにしていま

す。 

松村哲也会員 

  平井様 本日の卓話、宜しくお願いいたしま

す。 

 

本日計 9,000円 / 累計 95,000円 

 

 

◇上記の幹事報告 

◇他クラブ週報 

 

 

※ ロータリーの友 

※ ロータリー米山奨学事業豆辞典 

 

福のから 

 

 
 

ＳＡＡ・例会場設営担当（11 時 50 分集合） 

＜週報担当 浦野利一会員＞ 

例 会 予 定 

10月 20日(木) 卓話 南城充様    

10月 27日(木) 休会 

11月 10日(木) 理事会 卓話 鈴木基樹様 

11月 17日(木) 休会 

本日の昼食 

 

配布物 

 

回 覧 

 


