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それでこそロータリー
杉 安雄
都城中央

… なし
各氏

□会長の時間

中村 七郎

今週は文芸春秋に掲載されたなかから、皆様に
「逝きし世」の時代にとの対談のお話を紹介させて
いただきます。
今日欧米では、江戸時代について盛んに研究され
ています。十数年ほど前にオックスフォード大学な
ど、イギリスを中心とした欧米の歴史研究者が騒ぎ
出したことがきっかけでした。例えば十七世紀のこ
とを調べている学者は、当時世界で一番進んだ市民
社会をもっていたのはロンドンだと当然のように
思っていました。ところが江戸時代を比較研究して
みたら、ほとんどの点において江戸時代の方が比較
にならないほど素晴らしいことがわかった。エコロ
ジーや清潔さもそうだし、市民の文化享受や識字率
もそうです。そこで十年ほど前、京都で江戸につい
ての国際学会が開かれたのです。同じ頃から日本で
も江戸ブームが起きました。
最近若い女性のなかで武家言葉が流行っている
そうです。江戸の名残が濃厚に残る明治初期時代に
も、人々の眼は行くことになりました。これまでは
世界の多くの国が、欧米を手本に進んできました
が、今はそのモデルの限界が少しずつ明らかになっ
てきたということも、一因になっているのではない
でしょうか。ある若い女性がこの本を読み多くの点
で行き詰ったこの社会をまるのまま「逝きし世」の
時代に戻すことは難しいかもしれませんが、取り戻
せるものが少しでもあるといいと思いました。と発
言しています。
欧米諸国の人々も、自分たちのものが行き詰まっ
ていると明言していなくとも、うすうす感じている
のではないでしょうか。

欧米モデルだけでは人間は幸せになれないとい
うことです。自由や平等がオールマイティだと、こ
こ二百年ほどは考えられてきました。しかしそれを
反省する時期にきたのです。自由競争により経済的
利益を必死で追いかけるうちに、人間にとって何が
最終目標なのかが見失われてしまった。経済成長が
幸福をもたらすのか、科学技術が発展すれば幸せに
なるのか。市場まかせで何でもありの市場原理主義
により、豊かになった国が富を独占し、石油を買い
占め、食料を買い占め、貧しい人はますます貧しく
なっていく。自由だけではどうやらいい結果は生ま
れない、そもそも自由と平等とは互いに衝突してし
まう、ということがようやく誰の目にも明らかにな
ってきたのではないでしょうか。人間が幸福になる
どころか、現実はより悲惨な方向に向かっていると
しか見えないからです。
今週の余談です・
チョコレートの原型になるものはメキシコの種
族によって作られた嗜好品で「チョコラトル」と呼
ばれていました。意味は「苦い水」
。
「チョコラトル」
は、カカオ豆を砕いて煮た汁を冷やし、胡椒などの
各種の調味料を味付けしたものでした。大航海時代
スペインの中米を訪れた探険家たちが、疲労回復に
効き目があると飲みましたが、なじみが悪いので、
香辛料と同じ量の砂糖を入れて固形化したものが、
今日の「チョコレートになったのです。もう直ぐ「バ
レンタインデー」
。沢山貰えるように普段から女性
の方々のご機嫌をとっていますか。
そうでない人は今からでも遅くありません。大い
に努力しましょう。只、数が多くなりますと「お返
し」が私みたいに大変ですぞ。

□幹事報告

吉原 信幸

○ ＲＩ日本事務局…ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ．ﾎﾟｰﾙ.ﾊﾘｽ．ﾌｪﾛｰﾋﾟﾝ
（最勝寺俊昌会員３回目．鎌田 博文．１回目）
人頭分担金の領収証

○

安満ガバナー……第１００回バーミンガム
国際大会ご参加のお願い
ハイライト米山 ７０号
ロータリー囲碁大会（神戸）開催のご案内
日本人親善朝食会 2009.6.21（日）
午前 7:00-8:30 国立自動車博物館
○ 都城中央ＲＣ…ＩＭプログラム
2/22（日）14:00-17:00 中山荘 2/10 締切
＊ 来週から出欠をとります。
○ 三坂ガバナー補佐…アンケート（会長）
○ 米山記念奨学会……寄付金に対する
免税の領収書と証明書（各個人に配布）
○ オクトン…2009-10 ＲＩテーマ幕のご案内
○ 都城青年会議所……通常総会お礼状
○ サンエス技研………交通安全．防犯用品
総合カタログ
□クラブ報告事項
＊ 本日 18:30-中山荘 クラブ協議会
事業計画書をご持参下さい

□出席報告

天水金作
高橋五男
大峯 学
鳥集寿一
上田やよい
各氏

□本日のプログラム

河村邦彦会員

会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

皆勤賞
２０年
１２年
７年
３年
２年

５９名
３名
４9＋２名
８９．４７％
1/14
87.93％
1/21
82.75％

鬼束 鳥集 鮫島 藤岡 盛田
山下 船木

ＭＵ有会員
1/23

都城

なし

1/27

北

鎌田博

ＭＵ無会員
1/14

川元 平川 馬渡 串間 永野

要ＭＵ会員
1/21

川元 大峯 大吉 岡崎 鬼束
串間 山下 前野

□委員会報告

□ＳＡＡ報告

土持

修

◎ ニコニコ箱
中村 七郎…2 月はＩＭの個人負担 2500 円。3 月は
ロータリー財団ポリオ 3000 円の特別寄
付金をよろしくお願いいたします
天水 金作…20 ヶ年皆勤賞を頂き有難うございます
高橋 五男…12 ヶ年皆勤バッジ頂きました。ありが
とうございます。河中様、岩下様今後も
頑張ります
◎ 今後のプログラム
２／１１ 祝日のため休会
２／１８ 会員卓話
２／２５ 社会奉仕担当
1／28
4,000
2,996
0

計
223,541
60,068
319,200

米山奨学会
（59 万円）

0

203,000

教育振興基金

0

228,000

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ

財団

（5900＄約 60 万）

（30 万円）

竹と風の学校

55,320

＊（）内数字は委員会の年間目標設定額

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ．ﾎﾟｰﾙ.ﾊﾘｽ．ﾌｪﾛｰﾋﾟﾝ
最勝寺俊昌会員 ３回目
鎌田 博文会員 １回目

雑誌会報委員会
木佐貫鐵蔵 鬼束 洋 前野 益孝 福永 直人
ロータリー事務局
制作
インターネット委員会
平川 靖三 馬渡 秀光 串間 保寛 藤岡 成学

三坂 昭一・土持

修・大吉 利紀

各氏

三坂 昭一
Ｓ１２．１．１８生 Ａ型
職業分類：建築資材販売及び建設業
ワンメッセージ
入会３０年目になります。皆さんの若さを貰いながら、また、青春を味わい
たいと思います。いつまでも、若く、元気で頑張りたいと思います。

土持
修
Ｓ２７．１．１５生
Ａ型
職業分類：不動産賃貸
ワンメッセージ
ＳＡＡで今年も頑張っております。来期も理事をさせて貰います。

大吉 利紀
Ｓ４０．１．１０生
Ｏ型
職業分類：生命保険
ワンメッセージ
西ＲＣの言葉と環境ついていけるようになりました。

IM2009 スーパーセッション

「エンジョイ・ロータリー」のご案内

日 時 平成 21 年 2 月 22 日(日) 午後 1 時 00 分
受付開始
午後 1 時 30 分 プレオープニング
（竹と風の学校 DVD）
午後 2 時 00 分 開会、点鐘
場 所 ホテル中山荘
タイムスケジュール
13：00 登録受付
13：30 プレオープニング（竹と風の学校 DVD）
14：00 点
鐘
（三坂昭一ガバナー補佐）
国歌並びに RC ソング
来賓及び参加者紹介（三坂昭一ガバナー補佐）
開会挨拶
（三坂昭一ガバナー補佐）
歓迎挨拶
（笠松文男ホストクラブ会長）
14：20 本会議要項説明
14：30 本会議（各テーブルに分かれて意見交換・討議）
※ 軽食、アルコールを含めた飲物を用意します
15：40 各テーブル発表
16：30 アワードセレモニー（表彰）
17：00 閉会挨拶及び点鐘
（三坂昭一ガバナー補佐）

・ 大会趣旨
それぞれの都市でのクラブ活性化のやり方は違っていますが、その違いを都市と都市を結ぶ会議をする
ことにより、お互いに理解し、その違いを取り入れることができれば、より一層楽しいロータリークラブ
になるものと信じています。
今回の IM はロータリアン個人にスポットをあてて進めていきたいと思っております。ロータリーの魅
力は何と言っても「人」そのものであります。人は本を読んで学ぶこともできれば、多様なメディアの情
報から学ぶこともできます。 しかし生身の人の声は桁違いの迫力と影響力があります。ロータリアンの
学ぶべきものはロータリアンの中にあるのではないでしょうか。
そこで各ロータリアンが『どのようにロータリーを楽しんでいるのか』又、
『より楽しいロータリーに
するにはどのようにしたらいいのか』の意見交換をすることにより、よりロータリーを深く知り、より楽
しいロータリーライフが実現され、さらなる活性化したクラブ運営が出来ることを願うものであります。
多くのエンジョイ・ロータリーが聞けることを楽しみにお待ち申し上げております。

宮崎県西部分区
ガバナー補佐 三 坂 昭 一
都城中央ロータリークラブ
会長 笠 松 文 男
幹事 永 倉 喜一郎

ＩＭ（Intercity Meeting）
インターシティーミーティング。グループ（Group of Clubs、地理的状態や広さなどにより、地区が 3
クラブから 7 クラブの基準で区分されたものです）単位でのクラブや、大都市の場合、その都市内の数
クラブの会員が集まり、合同で行う自由討論集会のことです。複数のグループが、連合で開催すること
もあります。
討論の主な内容は、4 大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討します。
クラブ会員、全員参加です。この会合の大切な目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって、
さらに、会員にロータリー情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために開催されます。

