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幹 事

宮 城 順 会長

暑さも盛りを過ぎた感が漂ってきましたがまだ油断
できませんこれからが台風シーズンピークです、今年
は８月中の発生件数が９件と成り過去最高まであと一
つと迫っています。そして恐ろしいことに統計的には８
月に多いと９月も多くなる傾向が有るというのですから
会員の皆様心しておいてください。
さて統計の話が出ましたのでつい先日聞きかじった
話題をお披露目したいと思います。一緒に聞いていた
人はネタバラシしない様にご注意願いますよ。
話題は興味のある方も多いと思います不動産の話、
それも地価の比較です。よく坪単価と言いますがこの
様な説が有ると聞きました。土地の最高の坪単価はそ
の地の人口の 10 倍が限度額であるという小ネタです
ね。では判りやすい例を挙げて見ましょう。東京都の
平成 29 年８月１日現在の人口 13,735,000 人だそうで
す。では 10 倍しますと 137,350,000 円/坪ですね。判り
やすく１㎡に割り返すと 41,623,000/㎡に成りました。
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ではよく話題になる銀座の地価はいくらでしょうか？
銀座ソニースクゥエアの隣、和光の近くですがネット調
べだと 47,000,000 円/㎡と出ていました。凄いですね
113％です。何となく正しい様な数字ですね。アベノミ
クスのお陰げでしょうか。東京オリンピック、イケイケで
すね。でもここが異常な例だと言うのがすぐ判ります。
仙台は人口 100 万ですから 10 倍で 1,000 万円/坪、
㎡に換算すると 303 万円に成っているでしょうか？同
じネットで調べましたら仙台駅前ロフトの処で 317 万円
/㎡、105％ですからまあまあですね。アベノミクスの遠
赤外線効果と言った処ですね。ハイお待ちかね多賀
城です。人口は平成 30 年７月３１日現在で 62,337 人
でした。ハイ 10 倍すると 623,370 円/坪を換算して
188,900 円/㎡がアベノミクス価格とした場合、実際は
お幾らでしょうか？同じネットサイトで調べないと不公
平ですね。さて、例① 多賀城駅前 58,400 円/㎡、
31％相当でした。では一番高いとおもわれている例②
中央２丁目 82,500 円/㎡ でも 44％ですね。文化セ
ンター向かい当りです。さて例会場周辺では例③ 八
幡３丁目 57,800 円/㎡ 31％と出ました。「杜信」さん
の処です。アベノミクス効果の影も形も無いですね。や
はりまだ地方の景気回復への道のりは険しいようです。
単純に地価の話だけを取り上げましたが地方に漂う閉
塞感の一端がこの様な数字で表すことで見えてくるか
もしれません。
幹 事 報 告

引 地

辰 男

幹事

◇国際ロータリー日本事務局より
・2018年９月ロータリーレート １ドル＝１１２円。
（参考）８月ロータリーレート：１１２円
□多賀城市民夏祭り実行委員会より
・多賀城市民夏祭りの御礼状を頂きました。
・多賀城市民夏祭り報告会の開催について。
日時：平成30年９月７日（金）午後６時～
会場：和食の小島
会費：3,000円
委 員 会 報 告
○炉辺談話委員会
小向 祐子 副委員長
今年の炉辺談話は４回計画を立てました。各テーブ

ルに日時が書いてある紙があるのですが、これは田口
委員長がランダムに○を付けたものです。これは出席
の義務がありますので、都合の悪い方は他の日にち
に変更してかまいません。早々は９月６日です。最終
は４月１８日にありますので、そのときには１回も参加で
きなかった方、もう一度出席したい方もまとめて開催し
たいと思います。場所はちょっと寄り道「ほほえみ」さん
と「赤いくつ」さんの２カ所です。よろしくお願いいたし
ます。
○クラブ奉仕委員会
鹿児島ロータリークラブ訪問の事前お伺いについて
明日が締め切りです。現在の出席は会員が９名。奥様
方が３名です。１１月９日までキャンセル料は発生しま
せんので、×だったのが○になったという方がいれば
連絡ください。
卓

話

担当：西條 正博 会員
皆さんお久しぶりです。改めてご紹介いたします。
アナウンサーで朗読家の渡辺祥子様です。今日は
「言葉の力」というお話をしていただきます。どうぞよろ
しくお願いいたします。
○タイトル「言葉の力」
アナウンサー・朗読家

渡辺 祥子 様

私、アナウンサーという
仕事を２７年ほど、頑張っ
て３０年を超えたいなと思
っていますが、その中で実
感としてこのタイトルにある
ように「言葉の力」を実感し
ております。そのあたりを
皆さまと共有したいと思っ
ています。
さて、言葉の力、皆さんも実感していると思います。
生きる力を引き出す。これは私自身が２７年を振り返っ
ても、あの言葉で救われたなとかとても多くございます。
そのおかげでこのような講演もさせていただくようにな
りました。元々のスタートが東北放送ラジオの「おはよう
いい朝」という６時半から９時まで、月曜～金曜まで放
送していた番組でした。声だけで相手に伝えなければ
ならないという、そういう意味では声や言葉に敏感にな
りました。その敏感になったせいでというのも一方であ
るのです。言葉に敏感になりすぎました。ちょっとした
一言ですとか、声のトーンですとか、そのようなものに
反応して傷つきやすくなってしまいました。お電話した
りすると、相手がくぐもったような声で、何か嫌われたん
じゃないかとか、図々しかったんじゃないか一々気に
して、私の場合胃にくるんですね。ここがキュッとなる
んです。つまり、言葉は力があるのです。諸刃の剣の
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ように本物であればあるほど、力があればあるほど取
扱注意ですよね。言葉の力のお話をする前に、でもね
ということを２つほど皆さんと共有したいと思います。一
つ目が言葉は諸刃の剣である。取扱注意であるという
ことです。
二つ目はメラビアンの法則。アメリカの心理学者のア
ルバートメラビアンが、人が相手から受け取る印象を
100 とした場合、何から一番影響を受けるかということ
を数字にしたものです。人は視覚から入ってくる情報
で相手の印象をもの
すごく受け取るようで
す。半分以上が表情
や態度から。その次
が音声、音質なので
すね。どんなトーンで、
今日の会長さん本当
に説得力のあるトー
ンでお話をされていましたけれども、聴覚から入ってく
る情報もすごく影響が大きいのですね。そして、言葉
をすごく大事にしている私ですが、メラビアンさんの実
験だと７％ですので、ちゃんと言ったのにわかってもら
えない。もしかしたらその時、言葉はちゃんとしていた
けれども、その時の表情はどうだったのかとか、音声は
どうだったか、きちんと相手の方を向いていたか、目は
そらしていなかっただろうか、相手には全体で伝わっ
ているということも言葉の力を話すときにこの２つの、諸
刃の剣だよということ、視覚情報、聴覚情報も全部含
めての情報だよということを確認しています。例えば、
「すみません。お水いただけますか。」と言っているとき
の我々の状況って、すみませんという表情をしていると
思うのです。でもこれが何度言っても出てこなかったら
イラッとして「ちょっと水！」って言うと思いませんか。同
じ人間なのに「ちょっと水！」っていう態度、表情、音
声、音質になっていく気がします。やはり言葉は７％で
はあるけれども、実は言葉によって引き出される表情
だったり、音声だったり、そういうものもあるのではない
かと思います。メラビアンさんは優先順位を付けました
けれども、私は全部がつながっているのではないかと
思います。そういうことを思うと言葉は心や体にも影響
を与えていくのではないかと思います。ちょっと体の調
子が悪いとき、言葉を前向きにしたらちょっと元気にな
っていくかもしれない。でもどうしても前向きの言葉が
出てこない、経営者の皆さんですと時には厳しいことも
言わなければならない時にちょっと体にきてるかなとい
う時は、休んでみるとかゴルフに行くとか色んな形で、
言葉、心、体全体のバランスを取ることが出来るので
はないかと、そして、その一つに言葉というもの使って
いただけるのではないかと思います。
言葉、心、体がつながっているというリアルな実験が
ありました。ある大学のゼミの実験です。ものすごく急
な山道を頂上まで登らなければならないというミッショ
ンを背負った人。ただ、ちょっと自信がないんです。

この人はそれでも頑張って上まで登ろうとスタートし
ました。でも、この人を上まで絶対登らせるなというミッ
ションを背負った３人組が上から降りてきます。この３
人組は武器を持っています。言葉の武器です。一人
目、馬鹿にした態度、表情、音声、音質で「大変そうで
すね。なんでそんなことしているのですか」というような
感じで。次の人「顔色悪いですよ」。最後の人「お休み
になったらいかがですか」と言います。一生懸命頑張
ろう。でも自信が無い。出来るかなという人に対して
次々に言葉をかけたところ誰一人として頂上に登れな
かったという実験結果
があるそうです。これ
は２０年前に聞いた話
なのですが、まあ行け
るじゃないという思い
もある反面、それもあ
るかもしれないなとも
思います。調子の良いときにずっと「顔色悪いよ」と言
われたら、元気な人でも悪くなっていくかもしれません。
でも皆さんどうでしょう。この言葉って悪い言葉でしょう
か。「大変ですね。顔色悪いですよ。お休みになった
らいかがですか」。これは頑張りすぎている人にとって
は天使の言葉ですよね。でも頑張りたいけど自信が無
いとか失敗したら恥ずかしいとかそういう人にとっては
悪魔のささやきになるのですね。
このような話があります。通常私たちが使っている言
葉は 1,500 語程度なのだそうです。日本語はとても豊
かな表現があるのですが、その意味を表す言葉は３万
語あるそうです。どういう場面でどういう立場の人が使う
か、どんな状況で相手に声をかけるか、表情もありま
す、音声もあります。そういう意味では私たちは言葉と
いうものを大切に使っていかなければならないなと。自
分にも相手にも心豊かになる使い方をしたいなと思い
ます。ここを皆さまと共有した上で言葉は生きる力につ
ながるということでご紹介していきたいと思います。
このような事をおっしゃった方がいました。松原泰道
さんというお坊さんです。お遍路さんのように人生の旅
にも杖が必要ではないか。それは言葉の杖である。言
葉の杖は持ち運び自由です。場所も取りません。ぜひ
皆さんも色んな言葉の杖をコレクションして、色んな時
に支えてはいかがでしょうか。私自身の杖言葉は、FM
仙台で長く番組をやらせていただきましたが、インタビ
ューした矢沢永吉さんのこの言葉です。３０億円を持
ち逃げされて、オーストラリアでの音楽学校の建設が
頓挫してしまったとき、ちょうどアルバムのリリースの時
でインタビューすることになりました。マスコミに対して
も無言を通した永ちゃんが、あのときどういう思いでい
たのかを知りたくて、何とかそれを聞けるチャンスを伺
っていました。もちろん３０億円の事を聞いたらスタジ
オから連れ出されてしまいますので、チャンスを伺って
いたら、「人生色々あるよね」という話になりました。そこ
で私は何が永ちゃんの生きるベースになっているのか
③

知りたくて、３０億円とは言えないものですから、インタ
ビューの時、質問に詰まったときの鉄則があるのです。
同じ言葉を繰り返す。「人生色々あるよね」「本当に人
生色々ありますよね」と言ったら、「あるのよ」。そこで終
わったんです。うわーどうしようと思ってもう一回チャレ
ンジしました。「ありま
すよね」。そうしたら「あ
るのよ」これで待ってダ
メだったら諦めようと思
ったら来ました。「でも
ねぇ。OK なのよ。全て
俺のラインだから」。
これは今みんなが使っているラインではないですよね。
自分に繋がる一本の道。これまでも繋がっていてこれ
からも繋がっていく。この道の中で起こったことは全て
自分の責任として生きていくっていうことではないか。
20 年位前に永ちゃんにインタビューしてからずっと私
の杖言葉ということで、どこでインタビューを受けてもこ
れを紹介しています。未だに色んな事に躓きますが、
その度に心の中で「私のラインだから」と言っていま
す。
さて、2011 年３月 11 日から８年目に入りましたが、震
災以降色んな方とお会いしました。多くの人たちの言
葉に出会いました。懸命に生きる人たちの言葉を全国
に伝えるという活動をずっとしてまいりました。その中
からいくつかご紹介したいと思います。
南三陸町の山内正文さん。この方は観光協会とか
商店街の事とかを一生懸命やっていた方で、避難所
に私の友人が駆けつけたとき、山内さんは世話係をし
ていました。もともと恰幅のいい方だったんですが、ち
ょっと痩せていたんですね。私の友人がその彼を見て
顔の表情を曇らせたのを感じた山内さんは、引っ込ん
だお腹をたたいて「ほれ見ろ、俺 10 億かけてダイエッ
トしたどー。」と言ったそうです。被害総額は大変なも
のだったと思うのですが、避難所には笑いが起きて場
が和んだそうです。そうですが、もちろん泣き笑いです。
ユーモアっていうのは、閉ざされた中にいる自分を解
放する、命の武器、魂の武器という方もいます。無意
識のうちにユーモアで自分たちのバランスも、支援に
来た人たちもバランスも取っている人ってすごいなとい
うのを山内さんに教えられました。
その後エッセイを書くことがあって、そのことを振り返
ってもらいました。あのとき志津川中学校高台から避
難された町が流れていくのを見て、がっかりされません
でしたか、力が抜けませんでしたかと聞いたら「んだな。
がっかりはしたけど落ち込むことはねがった。」とおっし
ゃいました。どういうことですかと伺ったら、「んだって、
俺のうっしょさ 600 人の人たち避難して来てんだど。あ
の人たちの寝っとこ何とかしねげなんねって思うべや」
と言うわけです。次の日はどうでしたかと聞いたら「あ
いづらの食うもの何とかしねべげなんねべや」と言うん
です。その時にそこにとどまらない。外に向けて視線を

向けていたというのが、多くの人の支えになっていたと
思います。いの一番、最初に仮設店舗をオープンさせ
て町に復興の灯火をともした方です。
それから津波で流されてしまった山元町の八重垣
神社の藤波祥子宮司さんにお話を伺ったときにこうお
っしゃいました。「よく自分の人生こんなはずじゃなか
ったと言う人がいるけど、私そうじゃないと思うんだ」と。
今一番そう言いたいですよねと私は思いましたけれど、
「こんなはずじゃなかったっていう人生って、私が勝手
に思い描いていた人生だよね。だからそうならなかっ
たからといって、こんなはずじゃなかったっていうのは
違うと思う。今目の前に起こっていることが私の人生だ
よね。」とおっしゃって下さいました。なるほどと思いま
した。これはやっぱり神職の方だから言えるのかなと思
いながらお話を聞いていたら、この地域だからこの言
葉が出たんだなというような色んな話が聞けました。津
波でがれきの山となった神社の跡をお祓いの祝詞を
唱えながらお清めをしていたら、近くを通った方が吐き
捨てるように「神も仏もない」って言われたそうです。藤
波さんは何も言えなかったそうです。でも避難所に氏
子さんたちを訪ねたとき、60 代のイチゴ農家の方がこ
うおっしゃったそうです。「何言ってんだ。神も仏もねえ
って言っているヤツは、津波来る前から神も仏もねえ
って言っているんだ。」と言ったそうです。
また、知り合いの宮司さんが山王のところだけ瓦礫
を取り除いて開けてくれたそうですが、あるときそこに
花が置いてあったそうです。藤波さんは、隣がお寺さ
んだったので間違っているのかなと思ったら、後日、
若い女性が花を持ってたたずんでいたそうです。話を
聞いたら、「私も家を無くしたけれど、神様も家を無くし
てかわいそうだから花を持ってきました。」と言ったそう
です。これは山元町だけではないと思うんです。こうい
うものって私たち日本人のベースに流れているような
気がします。それを私はこういう話を伺いながら勉強さ
せていただいております。
さて、もう時間になりました。日常の何気ない事をや
り過ごさないということの大切さを教えてくれる言葉を
色々紹介したいと思いましたが、それはもう皆さんがわ
かっていることだと思いますが、この言葉を改めて皆さ
んと確認したいです。
世阿弥の花鏡にありますが、これって新人の頃の気
持ちを忘れないようにしようという事だけじゃないんで
すってね。こういうふうにも言っているそうです。時々の
初心忘るべからず。慣れてきたときに忘れないようにし
よう。そして老後の初心忘るべからず。大成したとして
も、私の友人がこう解釈しました。今の自分を低く見る
ことの出来る高さを持つこと。俺ってダメなんだと卑下
することではなくて、まだまだって思える高さを持つこと
の大切さが、初心忘るべからずの中にあるのではない
かと話してくれた人がいます。そして習うより慣れろと
いわれますが、慣れても狎れるなということがあると思
います。慣れは良いけど馴れ馴れしかったり馴れ合い
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になったり、なれの果てになってしまう。これを私自身
も日々言い聞かせています。
最後に私の尊敬する
方がこう言っていました。
成功している人ってみん
な「やっておけば良かっ
たではなく、やっておい
て良かったの人生を送っ
ているんだよね。」。私も冷や汗ばかりの毎日ではある
のですが、やっておいて良かったという人生を色んな
方から学ばせていただきながら送っていきたいと思い
ます。駆け足になりましたが、言葉の力の一端をお伝
えさせていただきました。

スマイルボックス

S・BOX委員会

・渡辺様、「言葉の力」勉強します。まだまだ非力な会
長です。
宮城 順 会長
・大場さん、徳子さん、「くるみ」ありがとうございまし
た！
佐藤(由)会員
・西條さん、渡辺様卓話ありがとうございます。
佐山、岩井、加藤、佐藤(仁)、横田、阿部(新)
引地、佐藤(徳)、小向、芦澤、髙井、大熊
鴫原、小島各会員
本日の合計 17,000 円
出 席 率 報 告

出席委員会

本 日第 223７例会出席率 2１/35(-1)名 61.76％
前々回第 2235 回例会修正出席率
76.47％
○メイクアップ
8/27 (月) 仙台東ＲＣ例会
宮城 順 、引地 辰男、阿部 新康 各会員
8/24 (金) 多賀城国際交流理事会
宮城 順 、大久保美津子 各会員
次

回

卓

話

9/6 (木) テーマ:「会員スピーチ」
担当：鴫原 啓文 会員
閉 会 点 鐘

13 時 30 分
文責：雑誌会報委員会 小島 邦道

