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理事　森　宗明
　〃　 村津忠久
　〃　 後藤健介
　〃　 河村貴雄

役員　会　長　後藤　隆
　　　副会長　森　宗明
　　　幹　事　小川雅代
　　　会　計　岩尾昭治

第  　 回 例 会 編集　中島　澄人

理事　鳴海淳郎
　〃　 溝部　仁
　〃　 椛田健治

ＳＡＡ　中島澄人

◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ．Ｓ．　　別府中央R.C.の歌

◆唱　　歌　　ふじの山

会長の時間 会長　後藤　　隆

　週末、22日から24日まで、大阪で開催されるＲＩ国

際大会に有志11名と参加いたします。同行頂く皆さん

よろしくお願いいたします。

　会長の大役もあと数週間です。これもよろしくお願

いいたします。

幹事報告 幹事　小川　雅代

…本日は、「米山ランチ」を実施します。

会員皆様のご協力をお願い致します。…

１．本日の卓話

　　『楽しく生きる心の用い方』　平野英壽会員

２．第11回定例理事・役員会報告

（Ｈ.16.５.11（火）13：40～於／トキハ別府店例会場 ７名）

 審議事項

１）2003～2004年度後期立替金請求の件。　＊承認

２）次年度（2004～2005年度）委員会構成の件。

　　＊承認

３）第４回（新・旧）クラブ協議会の件。＊承認

　　　例会日　平成16年６月８日（火）

　　　　　　　12：30～例会／終了後　クラブ協議会

　　　場　所　トキハ別府店

４）会長・幹事慰労会の件。　＊承認

　　　例会日　平成16年６月22日（火）

　　　　　　　18：30～例会／終了後　慰労会

　　　場　所　竹の井ホテル

　　　会　費　７,000円（全会員徴収）

５）５月・６月例会予定の確認

　　５月４日 法定休日

　　　　11日「ゲスト卓話」

　　　　　　さとうべネック代表取締役副社長

 遠
えん

藤
どう

洋
ようたろう

太郎氏

　　　　18日「会員卓話」平野英壽会員＊米山ランチ

　　　　25日「会員卓話」　後藤健介会員

◆出席報告　　　　　　　委員長　佐藤　民子
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　　６月１日「ゲスト卓話」

　　　　８日「第４回（新・旧）クラブ協議会」

　　　　15日「会員卓話」　津末美代子会員

　　　　22日「会長・幹事慰労会」

　　　　29日「会員卓話」　岩尾昭治会員

３．５月15日（土）16：00～杉乃井ホテルに於いて「別

府東ロータリークラブ創立25周年記念式典」が開催

されました。

　　登録者：後藤　隆、衛藤秀子、後藤健介、

　　　　　　平野英壽、椛田健治、上妻　浩、

　　　　　　溝部　仁、森　宗明、村津忠久、

　　　　　　鳴海淳郎、津末美代子、梅津ヤヨイ、

　　　　　　小川雅代　各会員

４．お祝い

　　　結婚記念日

　　　　河村　貴雄会員（５月20日）

＊ご自宅にお花が届きます。

　　　配偶者誕生日

　　　　後藤(隆)潤子さん（５月23日）

５．例会変更のお知らせ

佐伯ＲＣ　５月19日（水）の例会は、国際交流員

との親睦会の為　同日18：30～池彦に

時間・場所変更

くにさきＲＣ　５月26日（水）の例会は、中国研修生

との交流会の為　同日19：00～富来コ

ミュニティセンターに時間・場所変更

別府東ＲＣ　５月27日（木）の例会は、創立25周年

反省会の為　同日18：30～岡本屋に時

間・場所変更

６．次週の予定

　「会員卓話」　後藤健介会員

７．本日の回覧

　① 「第４回（新・旧）クラブ協議会」　出欠席

　② 「会長・幹事慰労会」　出欠席

　③  杵築ＲＣ・くにさきＲＣ　週報

８． 本日の配布　　

　① ｢皮膚科医としてロータリーに生きる｣

（Ｒ情報委員長：鳴海淳郎）

スマイルボックス 委員長　村津　忠久

○後藤会長

　妻の誕生日プレゼントありがとうございました。

23日は大阪の国際大会です。「私とロータリーと、

どっちが大切なの？」って言われました。

○森会員

　とんぼチャンネルで鳴海先生の取材を見せていた

だきました。今日ご本人にうかがったら２時間程の

取材だったそうです。お仕事の事、ロータリーの事、

おだやかにお話されていました。

　平野さんの卓話「楽しく生きる？の使い方ですね」

○上妻会員

　ロータリー世界大会に運良く出席します。又、２

週間後にはロータリーコールの発表会が神戸でありま

す。ロータリーで色々旅行出来るのは大変楽しみです。

○木村会員

　平野さんの卓話楽しみです。頑張って下さい。

　24～25日店舗改造の為、二日休みます。春香苑

開業して初めての連休です。10年過ぎると建物も設

備もボロボロ。お金がかかってたまりません。

○大島会員

　皆様こんにちは。本日は平野会員の卓話を楽しみ

に来ました。

○吉冨会員

　本日の平野社長の卓話、楽しみにスマイル致します。

○平野会員

　Ｒ.Ｃ国際大会へいらっしゃる方々どうぞ楽しい旅

をして来て下さい。今日は私のにわか卓話です。ど

うかみなさんいねむりしてて下さい。

○村津会員

　今日は、「在外指定・居留民団立・天津日本中学校

３期生同窓会」年に一度の同窓会の為、神戸市の舞

子に来ております。例会欠席をお詫びしてスマイル。

　スマイル委員長が欠席で申し訳ありませんが、どう

ぞ、みなさんスマイルよろしくお願い申し上げます。

○鳴海会員

　去る５月６日、「ロータリー物語」のことで２時間

近くＣＴＢテレビの取材に応じましたが、これが12

日、13日、14日と「夢中人　鳴海淳郎さん」として

放映されました。わずか10分位で「ロータリー」の

ことをうまくまとめており、感心しました。何れ折

りをみて皆さんにご披露したいと思っております。

卓　　話 　

『 楽しく生きる心の用い方 』

平　野　英　壽　

　今日は“楽しく生きる心の用い方”と“成功に要する

７つの条件”を私の大好きな書物の中から抜粋して、お

話させて頂きます。

　「成功に要する７つの条件」の“成功”とは…

楽しみながら会社を発展させ、健康で幸せな人生

　　　と言う意味です。

まずはポイントとなる“幻想”について…
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　“幻想”とは楽しく生きる心の用い方の大半をしめてい

ます。

　「この世はすべて幻である…」と言う釈迦の言葉があり

ます。

　実体の無いもので我々は苦しんだり、悩んだり、喜んだ

りしている時、その感情は実体の無いものだと認識してい

ますか？

　道徳・倫理・神・国家・家・一夫一婦などは“幻想”

と言えます。人間がつくり上げた“幻想”の産物です。

　もっと解りやすく言えば「私は人よりえらい」「恥ずか

しい」「裏切られた」などの意識がそうなのです。

　「恥ずかしい」と言う言葉は‘恥をかく’という意識を持

っているからです。‘恥を恥と思わねば、恥のかきようがあ

るものか’という言葉があるように実体ではなく感じると

いう意味があるのです。

　「私は人よりえらい」も同様、どちらがお金を持ってい

るか？試験の結果はどちらが良かったか？で比べると優

劣は解りますが、人間そのものをトータルで比べた場合、

どちらがどうであるかなどと言う価値は付けられません。

そうすると「私は人より劣っている」と言うのも思い込

みに過ぎないのではないでしょうか？まさにこれが“幻

想”なのです。ですが「劣っている」と思った時、死ぬ

ほどの苦しみを感じます。

　その解決方法は“解脱（げだつ）”です。

　苦しんでいる時、実体の無い事で苦しんでいると、解

る人は賢者（けんじゃ）であり幸福な人です。

　解る方法とは、いったん“幻想”を抜け出し、自分の行い、

感じている事を振り返って「あっ、なるほど幻想だ」と理解

する事です。この方法を“解脱（げだつ）”と言います。私

はこれを『頭を冷やす』『冷静になる』事だととらえています。

　ここまでお話ししますと、“幻想”は捨て去らなければ…？

と思いがちですが、幸福を感じるのも“幻想”です。幻想

に迷う事無く、捨てる事無く幻想を幻想だと見抜き、追い

求め、自分の意識をコントロールする事が大切なのです。

　今述べた“幻想”と“解脱（げだつ）”をポイントにし

本題の“７つの条件”のお話に移ります。

　まず、その本を開いた時、私の目に『経営者は横着（お

うちゃく）であります。』と言う一説が飛び込みました。

たいがいの書物には『真面目・努力家・信頼性』などと人々

の鏡になる人だとしるされていますが、確かに幻想を捨

てて見れば横着なのかも知れません。

　横着で無いと言うのなら、社員と一緒にひたいに汗し

て働けば良いのです、でもそれをうまい事を言って社員を

喜ばせて、がっかりさせないように相手の“幻想”を育て

て操るのも経営者の大切な仕事なのではないでしょうか？

『自分は体を動かさないで大勢の人の身体を動かして、集

めて来たお金のかすりを取っているのですから横着でなけ

れば出来ない、本当は経営者は金儲けが上手い人であり、

時にはずるい人でさえあるのです』ともありました。

　すぐれた経営者とは、単に大儲けして金持ちになった

と言う事だけで無く、楽しみながら会社を発展させ、健

康で幸福な人生を送る人を意味しています。

　そのことを前提に

　①欣求（ごんぐ）　②縁起（えんぎ）　③拙速（せっそく）

　④窺測（きそく）　⑤楽観（らっかん）⑥与慶（よけい）

　⑦禅定（ぜんじょう）

の７つを説明させて頂きます。

①欣求（ごんぐ）

　とは、欲望の強さです。聞こえは悪いですが、一言で

いえば情熱です。欲望が強くなければ、幻想はうち立て

られません。

　世の中には欲の深い人はいくらでも居ますが、欲の深

い人すべてが欲するものに情熱を抱き続けているとは言

えません。ただお金が欲しい…と言うだけで、達成する

ために情熱とエネルギーを集中させ、持続させられる人

は数少ないはずです。思い続ける事が大切なのです。道

元禅師の言葉に→『泥棒が物を盗んでやろうと思う場合、

あるいは、武士が手ごわい敵を倒そうと隙を伺う場合、

また女たらしが美人をなんとか自分になびかせようとす

る場合、四六時中その事を思いつめ逆境にめげず思い続

けるならば、あながち得られないとは言えない、いつか

手に落ちてくるものだ』とあります。

　とにかく、喜び求めて行くものであり『ちくしょう。

いつまでたっても手に入らない』と思っていては駄目な

のです。喜びを勇み、いつか手に入るという幻想をかき

たてることを→欣求（ごんぐ）と言います。

②縁起（えんぎ）

　とは、強く願うことです。願って具体的に思うという

事です。

　こうなったら会社は大儲けで、そうしたら設備を導入

して…と、あるいは、大儲けして愛人を３人つくって…

などとイメージ化していきます。

　将来の結果が生ずる原因というものがそこに縁づけら

れた事になり、この事を→因縁正起（いんねんしょうき）

といいます。縁が生じ起きるので『縁起（えんぎ）』と言

います。イメージし、考える時が縁起を起こしているので、

目標の設定化と言えるでしょう。

③拙速（せっそく）

　とは、勝機をつかむキーワードです。

　拙（せつ）→「つたない」「まずい」

　速（そく）→「はやい」という意味があり、つまり『つたなく、

はやい』という事です。あまり良い意味にとれないかも知
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れませんが、『つたない、はやい』が必要な事が多くあります。

物事を慎重に繰り返しグズグズしているとチャンスは逃げ

てしまいます。“即刻決断”です。とにかく駆け出してしまう、

そうすると→壁にぶち当たる→勉強に行く、解る人を雇う

→壁を乗り越えて行く。となりますが、じっくり繰り返し

考えて完璧にして行動をした場合→壁に当たる→自信を無

くす、「だから、いったでしょ」などと周りの言葉に惑わさ

れる→あきらめてしまう。これが失敗者の特質です。

　松下幸之助氏は「今までに私は事業に失敗した事は無

い、しかし、うまく行かなかったことがある」と残して

います。挫折が失敗だと言っているのです。

　失敗者は決断が非常に遅く、撤退が非常に早いと思われ、

逆に成功者は決断が早く、撤退が遅いようです。おっちょ

こちょいや、調子の良いくらいがいいのかも知れません。

④窺測（きそく）

　とは、大望に対する態度です。前項で述べた拙速（せ

っそく）とは正反対の意味を表します。

　窺（き）→「うかがう」「のぞく」

　測（そく）→「はかる」と言う意味があり、つまり→

チャンスを辛抱強く待つと言う意味を持ちます。

　さっきは「つたなく、はやく」と言いながら今度は「辛

抱強く待つ」とはどういう事だと感じているでしょうが、こ

の相反した行動を要求されるのです。窺測（きそく）は大

きな望み、それに対する態度であり、拙速（せっそく）はそ

れにいたるまでのプロセス上の手段目標に対する態度です。

⑤楽観（らっかん）

　とは、幸福の一要因です。人間は放っておくと悲観的

になり、元気がなくなります。

　人々はよく「ものごとを楽観的に見れる人は気楽でいいよ

な」と言いますが、楽観視出来ない人は出来る人を‘自然な

行いだ’‘お気楽な奴だ’と勘違いしています。悲観とは→

惰性（だせい）に流されている結末であり、自己コントロー

ルの人為（じんい）的努力によってなされているものです。

　仏教の極意のひとつに『自燈明（じとうみょう）』とい

うのがある→自らを灯火として、世の一隅を照らすこと

です。今で言うムードメーカーとでも言いましょうか？

これも自己コントロールの努力の賜物（たまもの）では

ないでしょうか…？

⑥与慶（よけい）

　とは、人の幻想を育てる、人に喜びを与えると言う事

です。

　文頭で“幻想”の話をしましたように、良い意味の“幻

想”を育ててあげるのです。

　怒られて仕事に取り組むのと、褒められて取り組むのと

では能率も向上心も違います。『おだてとモッコには乗り

たくない』という言葉がありますが実はみんな乗りたがっ

ているのです。それにうまく乗っけた人が勝ちになります。

　褒める事も相手の“幻想”を持ち上げる方法の一つで

すが、大切なのは真心を込めて感謝する事です。それも

人扱いの秘訣だと記されています。

⑦禅定（ぜんじょう）

　とは、成功の力です。いわば瞑想（めいそう）です。

　瞑想（めいそう）と聞いて思い浮かべるのは、あるポー

ズをとりながら呼吸法を用いることをイメージするでしょ

うが、そんなもので無くて良いのです。自我を捨ててソフ

ァーに座ってボーッとしている時に脳裏（のうり）をよぎ

る事、ぼんやりと考えてみてみる事です。心が平和な状態

の時は『気』が体内に溢れ自分を助けてくれるそうです。

　病は気からと言いますように、病気も『気』です。瞑

想（めいそう）の行為で、ある時は病気を治したり、また、

アイディアが浮かび事業上の障害を解決したりすること

も有ると言われています。

　この奇跡の力は自己コントロールにて生み出す事がで

きるのです。無理に物事を解決しようとしないで、起き

た事件、失敗、自分をあるがままに観察し、ただぼんや

り見る、これが瞑想（めいそう）です。

　よく、寝ている時に良いアイディアが浮かんだんだが、

朝起きてみるとそれがおもいだせない…という経験をし

た事はありませんか？枕元に書きとめられる物を置いてお

く、というのも手段です。そういったアイディアが自分を

助ける事があるそうです。そうして、ほんのちょっぴり出

たしっぽを捕まえないと、本体は捕まらないのです。

　こうして見ると禅定（ぜんじょう）の時間は経営者に

とって大切な時間です。ここで簡単に瞑想（めいそう）

出来る方法を紹介します。

　瞑想（めいそう）は吐く呼吸が一番良いとされています。

フーッと吐きながら、お腹をへこます、これを３回する

と頭がボーッとしてくるそうです。そして才覚（さいかく）

を捨てぼんやりする。

　一度試してみては、いかがでしょうか？

以上が７つの条件です。このうち半分以上の４つが出来れ

ば自分にとって今までより良い結果が出るのではないでし

ょうか。

　欲だとか、目標を持つ、行動力、辛抱強く待つ、人の気

持ちを盛り立てる、などと書物の一説を話してきました

が、すべては自分の気持ちのコントロールなのでは無い

でしょうか、楽しく会社を経営しているそこで働く社員

は、きっと楽しく仕事もでき成長して行き会社自体も成

長するのではないでしょうか？自らが『自燈明』に近づき、

なれるように、そして周りの人々も…

　この７つの条件がそのきっかけになれば…と願ってい

ます。


