
◆ソング：奉仕の理想

◆ロータリー綱領：吉岡会員

◆会員誕生日 …澤原、吉岡、森、小坂
◆配偶者誕生日…菅、朝比奈、市川、下山
◆年賀状 …小坂、佐藤、金澤、藤中、大森、

吉本、今井、土居、大成、川本、澤原、梶谷、
佐々木、佐渡、森、小田、菅、吉岡、久藤、
円山、木村、中川、夜船、鴨宮、下山、堀越、
三好、市川、本庄、原田、朝比奈

◆特別スマイル
・孫の石川真帆が初めてのオリジナルＣＤ「START」
を発売でき嬉しく思います。 （森照明）

・平成24年竹原市消防出初式が無事終わりました。
今年一年が災害のない一年でありますように。

（久藤孝仁）
・1月8日指宿フルマラソンへ四度目の出場をし何

とか完走することが出来ました。竹原市から80
歳以上は私一人です。頑張ります。（今井敏明）

・第88回箱根駅伝往路13位、復路の健闘によりシー
ド権をキープ。次年度の躍進を後輩に期待した
い。 （川本照夫）

幹事 朝比奈 勝也
・2014－15年度ガバナーノミニー候補者推薦につ
いて ガバナー 田村泰三
候補者 金子 克也氏 外科医 福山南ＲＣ

・例会終了後定例理事会を行います。

会長 下山 生修
私はこの正月休みに一冊の本を斜め読み致しまし

た。本の題は「100％幸せな1％の人々」と言いま
して、私も人間心理に興味がありまして、つい手
が出てしまいました。小林正観という心理学者が
書いたものです。
先般、昨年11月に新婚早々のブータン国王夫妻が
国賓として来日され話題になりましたが、ブータ
ンではGDPじゃなく、国民一人当たりの幸福度(GNH)
を尺度にしているということです。私も含め日本
人誰もがびっくりしたのではないでしょうか。物
質文明の真只中の我々がつい忘れがちな今の自分
の幸せ具合を思い返す必要があるのではないかと
思った次第です。
本の話しに戻りますが、小林先生がおっしゃる100
％幸せな人が１％は世の中にいるという話です。
(100人に一人はいるということです)総人口70万人
のブータン国民の97％は幸福であるという統計な
のですが、皆さんは如何でしょう。それで小林先
生は「嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、
ありがとう、ツイてる」という七つの言葉を七福
神ならぬ「祝福神」として奨励されています。こ
の言葉を努めて述べよという訳です。すると、心
も身体も元気になり、幸福感を味わえるというの
であります。逆に「不平不満、愚痴、泣き言、悪
口、文句」この五つの言葉を五戒といって戒めて
おりまして、決して幸せにならぬという訳です。
私も凡人ですので、つい五つの言葉を吐いてしま
います。これが過ぎると宇宙を敵に回すことにな
り、何事もツキが離れると彼は言っております。
皆さんはどうお感じになりますか。
私はこの心理学者の教えを真に受ける気はしませ
んが、前向きな言葉は大いに吐いて溜飲を下げた
いと思っております。
さて、ロータリーも後半に入り、皆さんの各委員
会活動も佳境に入り、ギアチェンジに加速が増す
時期が参りましたが、如何でしょうか。実のある
達成感の残る活動に是非身を費やして頂くことを
お願いして私の時間と致します。
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◆国際奉仕委員会 委員長 市川重雄
2月23日(木)18時から来日就労者との交流会として
例会を行います。外国の方のお知り合いがあれば
推薦して頂きますようお願い致します。

１月お誕生日を代表して吉岡会員よりお礼の言葉
が述べられました。

会員 澤原慎太郎
私は昭和33年1月27日安芸津町大
田で生まれ今月で54歳になりま
す。幼年時代の記憶としては、
農家に生まれ、田植え時期等農
繁期には親戚が集い共同作業を
し、昼食時に食べる御馳走が子

供心に楽しみであったこと、それには今は亡き祖
母、母が親戚や集落の人との繋がりを大切に一生
懸命努力をし生きたことにあると思います。
私自身一生懸命努力した記憶は残念ながら少ない
のですが、中学・高校まで野球を六年間続けたこ
とが自分なりに努力したことです。ポジションは
外野手でセンターでした。センターというポジショ
ンは左右守備範囲が広く、出足が全てと言っても
過言ではありません。自分なりに考え努力したこ
とは各打者の打撃パターンを想定し、守備位置を
変える、守りに対し常にスタート準備をすること
から始めました。これを継続することで打球音と
打球の方向性に対し、感性が芽生え、最短距離の
接点に全力疾走し、見上げた時にボールがグロー
ブに収まり、長打を防ぐ回数が増えたこと、そん
な時は自分を信じボールに向かい合う勇気「やる
気」と集中力があったからだと思います。これか
らの人生において継続と集中力を発揮できる方法
についての本を買ってみました。その中の一部と
して脳から変える「やる気」が続くテクニックに
ついて延べます。「大切なのは自分がこれから取
り組む事に対して興味をもち、好きになることで
す。興味を持ったり好きになれば、脳の中で集中
力や意欲がどんどん活性化されていきます。」と
語るのは日本大学院総合科学研究課、林成之教授、
先ずやる気が出るときの脳のメカニズムとは、
「私達が見聞きした情報は視覚中枢などを経て、
ドーパミンＡ10神経群に伝わる。ここは様々な神
経が集まっており、面白いと感じた情報に脳はレッ
テルを貼る。要するに人が興味を持った情報だけ
が報酬神経群やドーパミンＡ神経群に持ち込まれ
「やる気」を引き出す。つまり、プラスのレッテ
ルが貼られた情報には脳はどんどん関心をもって
意欲的に考えるようになるのが、マイナスのレッ
テルの情報には「やる気」は引き出せない。常に
問題意識、研究心を持って面白さを発見すること、
「できない」「無理だ」「つまらない」と云った
否定語を使わないことも大切だと述べておられま
す。ドーパミンの量が人間の意欲や行動を規定し
ており、意欲が高いときにはドーパミンの分泌量
が多くなり低いときには少なくなるのです。
私達は自分の意思で自由自在にドーパミンの分泌
量を増やしたり、抑えたりすることは出来ない。
ドーパミンの減少の大敵はストレスや睡眠不足で

あり、大切なのは常にドーパミンが分泌されやす
い状態にしておくため、日頃から自分なりのスト
レス軽減方法を見つけておくことや、睡眠時間を
しっかり確保するなど、意欲が湧きやすい環境に
自らを置くことである。「メリットがある」といっ
た報酬が期待できる状況になると、綿条中枢とい
う部分からドーパミンが分泌されて、自然に意欲
が湧いてくると書いてありました。そのためには
夢や目標を正しく設定することが大切であること。
これは仕事においてもロータリー活動においても
大変重要なことであり、ロータリー活動にもっと
興味を持ち、当然に活動の本心を理解することが
大切であると感じました。
これからも自分なりに努力致すので、先輩方のご
指導ご鞭撻をお願いし卓話を終らせて頂きます。

『もっと職業奉仕についての理解を深めよう』
管理運営委員長 藤中 保

１月は「ロータリー理解推進月間」に指定されて
おり、会員がロータリーについての
知識と理解を深めるためにロータリー
を一層推進するよう努めることが求
められています。そこで今月は職業
奉仕にスポットを当て理解を深めて
みたいと思います。
職業奉仕はロータリーの金看板とい
われながら中々理解し難い分野とい

われておりますが、特に最近のように世の中の急
激な進化や企業の経営形態の変化等、特に企業母
体である会社のあり方の変化等により、職業奉仕
の概念を的確に理解することが一段と困難になっ
たといわれています。
このような状況の中、2580地区パストガバナー故
佐藤千寿氏が「ロータリーの友」2006年10月号に
『道徳と資本（ロータリー第３の波）』と題する
論文を掲載され、「今日的企業と職業奉仕の関係」
について明確に解説しておられます。内容につい
ては略述したとおりでありますが、これは職業奉
仕の概念の現代的考察に関しても、またより理解
を深めるという面からも大変参考になると思われ
ますので、会員の皆様には是非ご一読され職業奉
仕について更なるご研鑽を積まれますようお勧め
いたします。

◆日 時 平成24年1月12日(木)
◆場 所 大広苑 ◆出席者 11名
◆議 題
①JC新春互礼会 御祝10,000円 承認
②4クラブ合同例会 承認

日 時 平成24年3月14日(水)
場 所 瀬戸田市民会館
登録料 8,000円 貸切バス利用する

③第4期RLI―2710分科会研修パート1の件 承認
日 時 平成24年2月12日(日)
場 所 広島都市学園大学
登録料 8,000円 出席者 木村副会長

④忘年家族例会決算の件 承認
⑤中間決算報告の件 承認

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２９名 １名 ３名 ２名 91.43％


