週報 第 1756 回

点鐘
合唱

平成 24 年 5 月 23 日

～ それでこそロータリー ～

ビジター紹介
◎都城
◎都城北
◎都城中央

木脇 義貴 氏
樋口 正義 氏
なし

ゲスト紹介

なし

□会長の時間

小俵

武

ロータリアンの皆さん こんにちは
先週は、国際大会の報告有難う御座いました。言
い方は悪いですが、特に、井福国際委員長の（井福
コンピューター）語学力と言いますか大会報告に
は、感銘を受けました。RI 会長が言わんとしてい
たことが良く理解できました。私は同時通訳の言葉
を一所懸命聴いてはいましたが、三分の一も理解で
きませんでした。また、会場の広さと周りの雰囲気
に圧倒されてしまいました。一緒に参加して頂きま
した会員の皆様には心より感謝申し上げます。
話は変りますが、先週から今週にかけて色々な出
来事が沢山あり、会長の時間の卓話がまとまりませ
ん。 項目ごとに少々話します。まず初めに全国で
盛り上がっていた「金環日食」残念ながら当地では
見ることが出来ませんでした。えびのの地域では雲
の隙間から一時見られたそうです。日食グラスをお
持ちの方は捨てないで下さい、6 月 6 日には太陽と
金星が織りなす珍しい現象（金星の太陽面通過）が
待っているそうです。次に、高さ 634 ㍍の世界一
のタワー、東京スカイツリーが 22 日、開業し、併
設する商業施設を含め約 12 万人の来場であったと
ありました。7 月 10 日まで完全予約制で、連日ほ
ぼ満員状態だそうです。展望回廊、450 ㍍からの展

望してみたいものです。また、夜には「絆」と「雅」
と呼ぶ 2 種類のライトアップもされるそうです。
次に三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（JAXA）
は日韓の衛星 4 基を搭載した H2A ロケット 21 号機
を打ち上げ成功した。韓国の多目的衛星「アリラン
3 号」と JAXA の水循環変動観測衛星「しずく」
「小
型実証衛星 4 型」と九州工業大の小型衛星「鳳龍 2
号」を含め、高度 700 ㌔弱の軌道に突入した、商業
用打ち上げは初めてだそうです。韓国からも非常に
満足しているとの評価であるとあります。その 5 日
後、米宇宙船（スペース X 社）が民間初、打ち上げ
成功とありました。日本の技術も捨てたものではな
い、世界に引けを取らない技術力であると感心、感
動し、また確信したところです。まだまだ、話した
いことはありますが、取り留めの付かない話になり
ますので締めたいと思います。
日々同じように過ごせる人は“幸福な人”である
とあります。豊かで明るい日々を送るためには、そ
の日その日の自分の状態を自分自身で納得できる
ものにしなくてはならないと考えます。
会長の時間でした「報恩の実践」 感謝
＜今日の独り言＞

目標に向かって
情熱を燃やそう
Oｈ！

□幹事報告

鳥集 寿一

□委員会報告

○ ガバナー事務所…
＊青少年交換報告会・送迎会のご案内
＊第７回 ＩＡ研修会及び地区連絡協議会の
ご案内
２４．６／１６（土） ６／１７（日）
メインホテル
○ 第 2730 地区 地区大会実行委員会 …
地区大会記録誌送付部数について追加希望
有無 確認書
＊今回 地球資源節約の為 各ＲＣ５部配布
（会長１ 幹事１ 事務局控３）の為

ありませんでした。

□本日のプログラム

○ 2012-13 ロータリー手帳 注文された方へ配布
○ 小林ＲＣ…５０周年記念誌 贈呈

□クラブ報告事項
○ 5/30（水）６月定例理事会 18:00 ・本（小俵）
年度クラブ協議会 18:30
中山荘
○
○ 6/6（火）次年度（大峯）クラブ協議会 18:30
ロイヤル

□ＳAA 報告

■地区関連 その他
○ 5/28（月） （財）教育振興基金 理事役員会
18:00～ メイン

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率

50 名
7名
35 名
81.39％

前々回修正出席率
前回修正出席率

5/９
5/１６

１００％
86.36%

鎌田（博） 河野 林 馬渡
永野
中村（七） 中村（静） 盛田

届出有
届出無
ＭＵ有会員

別紙に掲載しております！！

◎ニコニコ箱◎
井福 博文･･･前田会員へ 卓話のテープから
原稿を起こしてもらって、大変
御苦労様でした。ありがとうご
ざいました。
◎米山記念奨学会◎
木佐貫鐡蔵･･･米山記念奨学会へ

◎今後のプログラム
６／６
各委員会事業報告 ①
６／１３
各委員会事業報告 ②
６／２０
夜間例会
６／２７
会長・幹事 退任あいさつ

5/1８

都城

なし

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

5/２２

都城北

なし

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ＭＵ無会員
５/９
要ＭＵ会員
５/１６

なし
長友 柳 林 中村（静） 吉田

丸山 照明

5/23
1,000

計
295,550

3,331
112,290
0
311,800
10,000
253,000
教育振興基金
0
243,000
雑誌会報・インターネット・広報委員会
前田 吉基
岡崎
誠
徳重 幸男
馬渡 一美
林
俊行
ロータリー事務局 制作
ﾛｰﾀﾘｰ 財団
米山奨学会

最勝寺会員より、1975 年に掲載された『日本の自殺』という論文を読んだ際に受けた感想
について卓話をいただきました。

古代より現在まで、様々な「種」の文明が発生し、成長し、そしてあるものはやがて没落し
消滅していきました。20 世紀の現在なおこの地球上に生き残っている文明の「種」は、西欧
文明、近東における正教キリスト教世界の本体、ロシアにおける正教キリスト教世界の分枝、
イスラム社会、ヒンズー社会、シナにおける極東社会の本体、日本における極東社会の分枝、
の七つの「種」と、ポリネシア、エスキモー、遊牧民の三つの「種」の発育停止文明であると
トインビーは分類しています。
※ｱｰﾉﾙﾄﾞ･Ｊ･ﾄｲﾝﾋﾞｰ(1889 年 4 月 14 日～1975 年 10 月 22 日)イギリスの歴史学者

戦後の日本は高度経済成長を遂げ、繁栄を謳歌していましたが、バブルが弾けて以降現在ま
で長く低迷が続き、いわゆる「没落」が垣間見えています。現代日本社会のなかに観察される
没落の象徴候群と思われるものを、諸文明の没落とりわけギリシャ・ローマ文明の没落との比
較、研究がなされたそうです。

研究によれば没落の原因として、欲望の肥大化と悪平等主義とエゴイズムの氾濫にあり、次
のように挙げられるようです。

・欲望の肥大化により、節度を失うことによる放縦と堕落。

・故郷喪失者たちの大群からなる、無秩序な大衆の集積地に化したことによる、コミュニティ
の崩壊。

・権利は主張するが、責任や義務を怠るなどの精神的・道徳的退廃。

・悪平等主義による画一化と全体主義による腐敗。

現在の日本の、政治的・経済的・社会的な状況には懸念がございますが「没落」などしない
ように一人ひとりが意識を高く持って行動していきたいものです。
他にも沢山書いてあったのですが、今日はそろそろ時間のようですので、この辺りで終わら
せていただきます。ありがとうございました。

