
◆ソング：それでこそロータリー

◆食 事：軽食

◆会員誕生日 佐渡 文武 吉本きよ子

◆結婚記念日 大田 嘉弘 菅 義尚

坂田 武文 朝比奈勝也

吉本きよ子 福本 博之

◆配偶者誕生日 佐藤 守幸 鴨宮 弘宜

松浦 一志

◆事業所創立 吉本きよ子 堀越 賢二

吉田 卓司 小坂 啓子

◆結婚記念日…佐々木

◆特別スマイル

・無事腫瘍の摘出手術を終えました。有難うござ

います。 (久藤 孝仁)

幹事 朝比奈 勝也

・第11回日韓親善会議ご案内

日時 平成24年8月31日(金)～9月1日(土)

場所 グランドプリンスホテル新高輪

副会長 木村 安伸

皆さん今日は、今年は『古事記』編纂1,300年を迎

えます。712年に太安万侶（おおのやすまろ）によっ

て纏められました。これは7世紀後半の天武朝に天

皇の命を受けて、稗田阿礼（ひえだのあれい）が

誦習していた歴史を太安万侶が筆録したものです。

日本の歴史を叙述したものとしては現存最古であ

り、日本の古代史を語る際には欠かすことのでき

ない根本資料です。

私が先般読んだ雑誌の中に古事記についてジャー

ナリストの栗山要氏が「師に学んだ『古事記』の

心、日本の心」として語られていましたので、こ

れについて一寸紹介させて頂きます。

皆さんよくご存知の神様大国主命と兄弟の神々八

十神（やそがみ）たちが親神の希いを受け、日本

一の比賣神（ひめがみ）と謳われる稲羽（いなば）

の国の八上比賣（やかみひめ）のもとへ求婚に赴

くことになった際、大国主命は八十神の荷物を背

負っていくよう頼まれます。大国主命は、人にも

のを頼まれれば万難を排して引き受けようとする

心を持っていました。そこで、大国主命は大きな

袋を作り、八十神たちの荷物をすべてその中に入

れて背負っていくことにしたのです。大国主命は、

身軽な他の八十神たちにいつも遅れ、一人後から

ついていきます。その様子はどう見ても従者のよ

うでしたが、その表情には些かも悲観や怒りの念

は窺えず、いつも微笑みをたたえ、元気な足取り

で運んでいました。

このように大国主命は世の人々の様々な苦労、苦

しみが詰っている袋を背負われた「袋背負いの心」

こそが『古事記』が我々に説き示してくれている

本質であり、日本人の原点、大和心の真髄と語ら

れています。

私は、これはポーランドで開催された第２回大会

でミネアポリスのB・フランク・コリンズが他人の
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ために尽くす意義と重要性を説いた『超我の奉仕』

（Service Above Self）の精神に合致するもので

あると理解したものです。

なお、大国主命と八十神たちの物語は、その後波

瀾に富んだ展開になっていきますが、それは別の

機会に回します。

また、７月21日から11月11日までの114日間、出雲

大社周辺を主会場エリアとして「神話博しまね」

が開催されますので、皆さん一度足を運ばれては

如何でしょうか。これで終わります。

◆社会奉仕委員会 委員 原田 一平

4月22日(日)の賀茂川清掃は悪天候が予想されたた

め中止となりました。延期もないそうです。

◆次年度会長 荒谷 隆文

4月20日(金)因島で大之木ガバナーエレクトを囲む

会G9次年度会長幹事会が行われ出席して参りまし

た。和やかな雰囲気の中で会議は進みました。会

議の内容を少しお話させて頂きます。大之木ガバ

ナーエレクトの地区運営方針や次年度の新しい活

動についての報告がありました。次年度は3地区の

グループに分かれて入会5年未満の会員を対象にし

た研修会が開催されます。そして、財団管理者研

修セミナー、田中作治RI会長が進めている世界平

和フォーラム等が行われます。大之木ガバナーエ

レクトの話の中で特に印象に残ったのは“折角”

という言葉です。“自ら望んで入会された方は少

ないでしょう。大抵はしがらみや紹介など何とな

く入会された方が殆どだと思います。しかし折角

入会したのですから、ロータリーを学んで自己改

善、自己改革をすることでロータリーの活性化を

お互いがしなければならないのではないか。

折角1年間委員会活動をするのであれば、委員会の

役目を認識して、1年間委員会活動を行ってほしい。”

と強調されました。確かに私もまだまだロータリー

がよくわからないことが多いです。次年度はしっ

かりと勉強して、人に“ロータリーとは”を語る

ことができるようになりたいと思っております。

そういった意味で大之木ガバナーエレクトはロー

タリーを知ろうを特に協調されておりました。

◆2012－13年度委員会活動指針

次年度会長 荒谷隆文

次年度委員会活動計画作成の指針としまして、次

の5項目をあげさせて頂きます。

1．各委員会がクラブで果たす役目と責任について

学び、その活動に集中しよう。

私達のクラブ活性化は各委員会が委員の皆さんと

気持ちを一つにして、その活動に１年間集中して

頂き、クラブにとって有益で達成可能な新しい試

みを何か一つ取り入れて実行する。これが委員会

の活性化になりクラブ活性化に繋がる道であろう

と思います。

2．内容の充実した魅力ある例会からロータリーを

学ぼう。

2年後にクラブ創立50周年を迎えますクラブの現状

と未来を考えるとき、今一度ロータリーを見直し、

例会を学びの場とし、大之木ガバナーの学習深化

をもって堂々とロータリーを語れる真のロータリ

アンを目指したいと思います。そしてクラブ管理

運営委員会には例会プログラムに外部卓話・ゲス

ト招待・ビデオ上映・委員会報告時間・担当例会

の活用を効果的にプログラミングお願い致します。

3．ロータリーを語り、会員増強への意識と行動を

高めよう。

会員組織委員会におかれましては、会員勧誘はロー

タリアンの日常の言行が広報に繋がるものと思い

ます。ロータリーを知り一人ひとりが職業奉仕理

念を実践し、会員への再々の呼びかけを持って是

非とも増強意識を高めて頂きたいと思います。

4．地域社会とのネットワークを広げよう。

奉仕プロジェクト委員会はクラブとして奉仕の実

践例を示し、人脈を広げ、親睦を楽しみ全会員に

関与して頂ける委員会です。新しいプロジェクト

実践のためにも地域に出向きニーズの掘り起こし

をお願いします。クラブと関係諸団体とのネット

ワークつくりの具体化の検討を是非お願いします。

5．未来の夢計画を学び、実践し、公共イメージを

高めよう。

財団の使命はロータリアンが、健康状態を改善し、

教育への支援を高め、貧困を救済することを通じ

て、世界理解、親善、平和を達成できるようにす

ることです。未来の夢計画は2013年度から実施さ

れますが、そのシステムについて、会員に十分理

解が出来ますようご指導お願いいたします。

ロータリー情報委員長 吉岡一眞

今日、会員増強が叫ばれています。私達会員は新

しい会員を推薦する義務を持っています。新会員

の推薦に際しましては入会をお願いする第一関門

で必ず直面するのがロータリーはどんな団体か？

何をするのか？という質問が必ず来ます。その時

に相手に対し的確な説明が出来るかどうかで入会

の意思の決定にいくらか影響を及ぼすのではない

かと考えます。2710地区の田村ガバナーはメッセー

ジの中で、“ロータリーを知ることは容易なよう

ですが決してそうではない。ロータリーとは何か

と尋ねられたときに即座に答えることは困難であ

る。それはロータリーが多様な面を持っているか

らかもしれません。”とあります。本日は、会員

の推薦に際しどのように対応するか、どのように

説明して相手に理解・共感を得るか等、率直にご

意見を交換していただければと思います。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３６名 ２６名 ２名 ６名 ２名 82.86％


