
皆様、こんにちは。連日のように、新型コロナウイルス感
染者数が過去最多を更新というニュースが報道され、政
府の対応もあたふたしているように感じられ、落ち着かな
い日々が続いております。ＧｏＴｏキャンペンーンの見直し
も検討されておりますが、冬の時期は、気温の低下と乾燥
で感染拡大が十分予想できた中、政府は感染拡大防止
と相反する経済活動の両立をしようという方針を決めた
わけですから、今日のような第３波を迎えたときにどうする
かを、もっと早い段階で国民に対して示していれば、こん
なにも混乱はしなかったのではないかなと思います。ただ、
経済活動との両立はどうしても必要なことですから、我々
一人一人が、今まで以上に、気を引きしめて、感染拡大
の防止に取り組みながら、生活していかなければいけな
いなと思います。
さて、話は変わりますが、この演台ですが、老朽化が進

み、傷んでおりますので、理事会の承認をもらい、今年度
中に新しい演台を購入する予定です。傷み出す時期は
重なるもので、実は毎回ワンコインニコニコを集めている
ニコニコ箱も蓋の部分が壊れてしまい、事務局に応急措
置をしていただきました。という流れで、今日はこのニコニ
コ箱の歴史について、お話ししようかと思います。
ほとんどの方がご存知かもしれませんが、復習と思って

お付き合い下さい。日本では、どこのクラブも、例会場に
ニコニコ箱あるいはスマイルボックスと呼ばれる受付が設
けられていて、会員の喜び事、お祝い事あるいはちょっと
したしくじりなど、身の回りの出来事や近況披露、お礼や
感情表現など、様々な理由をつけて、会員が自発的にお
金を支払うことをニコニコと呼んでおります。当クラブでも、
お祝い事をもらった会員から毎回ニコニコをもらっており
ます。会員が自発的に拠出するもので、別に何の規定が
あるわけではありませんが、集まったお金は、本会計に回
すことなく、クラブの奉仕活動などに使用されます。
なお、例会時にワンコインを集めるワンコインニコニコは、

各クラブ独自のもので、当クラブにおいては、ワンコインニ
コニコで集めたお金は、ポリオ撲滅を目的としたプロジェ

クトである「ポリオプラス」の資金として活用させていただ
いております。したがって、いつも何気なく回収しておりま
すが、実は、会員の皆様のポケットの中の小銭がポリオ撲
滅へとつながっておりますので、とても大切で、皆様のポリ
オ撲滅への想いが詰まった小銭なのであります。
話をニコニコに戻しますが、このニコニコという慣例は、

世界的な慣例ではなく、日本独自に発展いたしました。
アメリカなどでは、類似のものとして、欠席や早退などの罰
金箱としてのＦｉｎｅ Ｂｏｘや、目的を定めて募金するＣｈｅ
ｓｔ Ｂｏｘなどがあるようです。日本でニコニコの慣例が出
来たのは、諸説ありますが、昭和１０年のことです。関東大
震災の被災孤児たちを東京ロータリークラブの会員たち
が東京ロータリーホームという孤児院で世話をしていまし
たが、その子供たちを当時オープンした多摩川園という
遊園地に連れて行くための資金を集めるために、会員で
ある関幸重氏が発案し、ありあわせの段ボール箱を持っ
て、「今日はあなたの誕生日ですよね」とか、「娘さんが生
まれましたね」とか色々なことを話しながら例会場を回っ
てお金を集めたのが始まりと言われております。また、他
の説としては、大阪ロータリークラブで、もともと、罰金箱を
設けていたのですが、仏頂面で罰金を集めることはよろし
くないということで、昭和１１年に罰金箱を「スマイルボック
ス」と呼ぶように提案したのが始まりという説もあるようで
す。以上が、ニコニコの
歴史についてです。
ニコニコは、いつ、どん

な理由でも受付けており
ます。皆様が今日の話を
聞いて、ニコニコと財布
のひもを緩めていただく
ことを期待しつつ、本日
の会長挨拶とさせていた
だきます。
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浅野 繁 浅野 了 麻生修平 荒木知太朗 池田 孝
井畑和士 今井 昇 大内 啓 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
神 正臣 關口和行 髙橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
森 秀樹 森 三枝 八木和男 山川真哉 山口修代

山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀
ゲスト／齊藤洋子 様

欠席者 出席者 出席免除者

委員会報告

●１１月ロータリーレート １ドル＝１０４円

●１１月２８日（土）第２７９０地区米山記念奨学会学友

会

忘年会２０２０に猫田会員が参加予定。

●１２月２０日（日）第２７９０地区奉仕セミナー

柏南ＲＣ国際奉仕の事例発表。

今後の予定
１２月 １日(火) 移動例会（観音寺）

１２月 ８日(火) 通常例会 ふれあい訪問（会長・幹事のみ）

１２月１５日(火) 通常例会 年次総会

１２月２２日(火) 夜間例会中止の為、休会

例会出席報告

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか

例会欠席の場合は、前週金曜日までに

必ず事務局へ連絡をお願いします。

（ ＴＥＬ／ＦＡＸ／Ｅ－ｍａｉｌ／ＬＩＮＥ ）

本日の卓話

麻生 修平 会員

ご自身の職業や趣

味についてお話し

いただきました。

幹事報告

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 ％

１１月２４日 ３９ １７ ４ ４８．６

場所：れいたくキャンパスプラザ Ｂ会場

ワンコイン １１月２４日 ３，８３２円
ニコニコ 累計 ６６，３７０円

ロータリー財団委員長 戸部謹爾会員

１１月はロータリー財団月間ですので、よろしくお願い

します。

本日のゲスト

株式会社ＬＵＣＥ ＢＥＡＵＴＹ

齊藤 洋子 様

１１月１９日 柏市と社会奉仕活動の為のミーティング


