
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリー綱領：大成会員

□会員誕生日 ･･･金澤

□配偶者誕生日･･･大田、夜船、荒谷、小坂

□結婚記念日 ･･･鴨宮、円山

□事業所創立 ･･･土居、荒谷

□年賀状･･･坂田、夜船

□特別スマイル

・傘寿（金澤節生）

幹事 久藤 孝仁

・賀茂川を美しくする実行委員会開催案内

2月18日(月) 道の駅

・チャリティ茶会ご案内

3月24日(日)大広苑 国際ソロプチミスト竹原

・例会終了後、定例理事会

会長 荒谷 隆文

皆さん、今日は。2月3日奉仕プロジェクト委員会

の継続事業であります竹原市ロードレース大会で

のぜんざい奉仕には、会員19名、ロータリー家族

の佐渡会員、大成会員の奥様、市川会員の娘様、

土居会員のお嫁さん、今井元会員の奥様、そして

重友事務局とで25名の参加をいただきました。

また市川会員には、食材や器材を多数ご提供いた

だき、吉本会員にはコーヒーセットやゆで卵等を

用意していただきました。また会員の皆様にもい

ろいろとご支援いただき会場の皆さんからの「あ

りがとう」の言葉が今でも耳に残っております。

大変有意義な奉仕活動になったと思います。誠に

有難うございました。

それから、もち米をご提供いただきました北条元

会員の奥様には本日例会が終りまして、幹事と共

にお礼に伺う予定でございます。

今月は世界理解月間に指定されております。そし

て2月23日はロータリーが1905年に創立された記

念日であり、国際理解と友情と平和への献身を要

請されております。当クラブにおいても今月奉仕

プロジェクト部門の国際奉仕委員会の月間であり

ます。2月14日に広島商船高等専門学校の留学生

の卓話、2月26日は台湾羅東クラブ訪問などの計

画をしていただいて、国際理解と友情の機会が作
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四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



れると楽しみにしております。

また今回、家庭集会において、ロータリーにおけ

る職業奉仕に学習して参りますが、これについて

の資料がありましたので参考のため紹介いたしま

す。これは深川純一パストガバナーの講演からの

抜粋です。

『職業奉仕のお話』

1. 毎週の例会で心を磨く

RI第2680地区パストガバナー

深川純一先生のご講演から抜粋

ロータリー運動は、倫理運動です。ロータリーク

ラブは、寄付団体でも慈善団体でもボランティア

団体でもありません。ロータリアンに奉仕の心を

授け、倫理を提唱していく団体、即ち、ロータリ

アンの心の開発を第一義とする団体であります。

ロータリーが倫理運動であるということが、一体

どこに書いてあるのかといいますと、「ロータリー

の綱領」を読むと、ロータリーがまさに倫理運動

である、ということが一目瞭然にわかるだろうと

思います。

「ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕の

実践にあり」と言われます。

自分のためのものである職業が、人のためのもの

である奉仕のテーマになりうるのでしょうか。職

業を営むこと、即ち、金を儲けることが、何故、

同時に世のため人のための奉仕となるのか。職業

を奉仕と考えるためには、一体いかなる考え方が

必要なのか。この一点が判らないと、ロータリー

の職業奉仕は、永久に判らないことになります。

一生懸命に自分の仕事をすることが職業奉仕であ

る、という考え方があります。

しかし、一生懸命に自分の仕事をすることは、ロー

タリアン以外の人達もしています。極端なことを

いえば、暴力団でも一生懸命に自分の仕事をして

います。しかし、これを職業奉仕と言うことはで

きません。

スイスの片田舎で、老婆が笊（ざる）の中に羊の

毛を入れて、それを小川の流れに浸して洗ってい

ました。そこへ神父さんが通りかかりました。

「お婆さん、貴女は毎週教会に来て私の話を聞い

ているから、さぞかし物知りになっただろうね」

「いや、神父さん、聞いてもすぐ忘れてしまいま

すから、何も覚えていませんよ」

「ほう、それは困ったね」

「でも、私はそれでいいと思いますよ。神父さん。

この笊の中を見てください、笊の中には、どん

どん水が入ってきますが、すぐ笊の外へ流れ去

ります。しかし、笊の中の羊の毛はこんなに綺

麗になっているでしょう。私も神父さんの話を

聞いては忘れ、聞いては忘れますけれども、そ

れで私の心は少しは綺麗になっていると思いま

すよ。」

この話は何を意味するか。聞いては忘れ、聞いて

は忘れながら、羊の毛のように、自分自身が磨か

れていくということを意味しています。

ロータリーは、毎週、例会に出て来いと言うので

あります。これが寄付団体であれば、毎週、例会

を開く必要はありません。ロータリーはクリスチャ

ンが毎週一回、教会に行って心を磨くように、必

ず毎週一回の例会には出てこいというのです。

時々、「私は仕事が忙しいから例会には出席でき

ません。」という人がいますが、本末転倒の議論

だと言わなければなりません。職業奉仕を実践す

るためには、先ず毎週の例会に出席しなければな

らないのです。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 土居 敏昭

2月3日(日)竹原ロードレース大会でのぜんざいサー

ビスでは御協力いただき有難うございました。

□家庭集会3班 リーダー 土居 敏昭

3班家庭集会を2月16日(土)18時より安芸津町のへ

んこつ苑に於いて開催します。5時30分に大広苑

までバスが迎えに来ますのでご利用下さい。登録

料は4,000円です。

□家庭集会1班 リーダー 菅 義尚

1班家庭集会を2月14日(木)18時より宗良庵に於い

て開催します。登録料は4,000円です。

2月記念日を代表して、鴨宮会員よりお礼の言葉

が述べられました。

会員 金澤 節生

傘寿の誕生日のお祝いを有

難うございます。

「傘寿きて わが人生に

ネジを巻く」

私がロータリーへ入会した

のは昭和49年10月、丁度ロー

タリーが10周年を迎える年で、10周年の記念祝賀

会が行われる日に入会しました。

傘寿の歳を迎えまして、日本人の男性の平均寿命

80歳を越えました。これからが私の長生きの時代

になります。長生きと言えば101歳の聖路加国際

病院理事長の日野原重明先生。皆さんご存知でしょ



う。広島での地区大会でご講和を聞いた思い出が

あります。原稿なしで舞台の上であっちへ行った

り、こっちへ行ったり、休むことなく話をされ、

このバイタリティはどこにあるのか、感心する一

言のみでございます。日野原先生が、後期高齢者

いわゆる75歳以上の方を新老人と呼ぶのだと新老

人の会を立ち上げられました。

新老人の会の目的は、老いてもなお健やかで、生

き甲斐を持ち、これまでの人生で培った知恵や経

験をこの社会に還元できる高齢者を増やしていく

こと。歳をとったばかりではダメだ還元しなけれ

ばならない。社会で培った知恵を還元しよう。い

わゆる後期高齢者の皆さん方にムチを打っておら

れるわけです。

私はパソコンを少し使います。新老人の会のフェ

イスブックの「日めくり日記」を見つけました。

お蔭で毎日、日野原先生の名言を今日の言葉とし

て読んでいます。

例えば1月元旦では、「明けましておめでとうご

ざいます。日野原重明です。いくつになっても創

めることはできます。新老人とは、老いた人では

ありません。創造的な新しい自分を開発する人で

す。さあ、新しい一年の始まりです。あなたは今

年、何を始めますか。皆様にとって良い一年の始

まりとなりますように。」

毎日、日野原先生の日めくり日記を、お互いが頑

張ろうという気持ちを込めて、女房に聞こえるよ

う大きな声でそれを読み上げています。

もう一通、2月1日には、「やる気より、やること。

やる気があるだけでは、やらないのと同じです。

一歩から始めましょう。難しいことでも、その一

歩を踏み出さなければ、決して達成できません。

始めの一歩を、先ず踏み出してみましょう。」

私は、毎日読み、頑張る力をもらっています。傘

寿からネジを巻いて頑張ろうと思います。

皆さん方にはそれぞれ趣味があると思います。

ゴルフをされる方、マージャンをされる方、いろ

んな趣味があろうかと思いますが、私は平成10年

に会社を退職し、何か特技・趣味を持とうと思い

まして、公民館へ足を運び、公民館活動へ参加し

ました。その中で未だに続いているのが川柳です。

川柳は足掛け15年になります。その間、陶芸も10

年ぐらいやりました。それと体を鍛える為に、毎

朝ウォーキングを行い、今も続いております。60

代の時には日に一万歩を目標に一時間半歩いてい

ましたが、最近は40分くらい歩いています。照蓮

寺へ詣り、それを起点に歩いています。照蓮寺へ

は毎月第一日曜日には参拝しています。これは佛

教壮年会というのがあるのですが、朝6時から掃

除をして勤行をして、朝事を頂きます。朝6時か

ら8時までお寺でいろんな世間話をする。これが

又一つの知恵袋となっています。やはり人との話

し合いをすることが、自分の力、知恵になり、ニュー

スが知識になり、話題が豊富になります。

川柳と俳句の違いをよく聞かれます。「俳諧の連

歌」から生れた兄弟のようなもので、連歌は貴族

の文化であったものを庶民が自分達でも遊べるよ

うに面白く滑稽なものに改造したものが川柳です。

川柳は五七五で詠めば自由奔放です。俳句は季語

を大事にしなければなりません。

皆さんに馴染みがあるのが、サラリーマン川柳、

時事川柳です。サラリーマン川柳第25回目の特選

句を紹介しますと、「宝くじ 「当たれば辞める」

が 合言葉」 時事川柳は、皆様新聞で読まれて

おる通り風刺をついています。

まだまだ話をしたいのですが、時間が参りました。

有難うございました。

□日 時 平成25年2月7日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 13名

□議 題

①2月14日外部卓話（留学生）の件 承認

広島商船高等専門学校

学生課課長補佐 村岡 昌良様

ジャラガルサイハン エンヘー様（モンゴル）

ハディナタ イグナティウス スティーブン様

（インドネシア）

②羅東扶輪社訪問土産費用支出の件 承認

国際奉仕委員会予算及びスマイルを利用

③事務所移転・費用の件 承認

係る費用：竹原RC運営特別基金より支出

引越日：3月11日(月)

④尾道RC創立60周年の件 承認

御祝30,000円 会長出席

⑤会長エレクト研修セミナーの件 承認

登録料 10,000円 木村エレクト出席

⑥会員研修会の件 承認

日時 平成25年2月21日(木)14:00～16:00

場所 大広苑

R情報予算よりお茶菓子・コーヒー等支出

⑦3月例会プログラム変更の件 承認

変更後 14日：会長エレクト研修セミナー報告

21日：会員研修セミナー報告

クラブアッセンブリー

28日：地区協議会報告

総員３４名 出席２６名 メーク ３名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率91.18％


