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ROTARY SHARES
ロータリーは分かちあいの心

平野英壽
村津忠久
津末美代子
後藤　隆

椛田健治
河村貴雄
後藤孝弘

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　早春賦

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ.　　「宗次郎こころのうた」より

白いブランコ

誰もいない海

「いちご白書」をもう一度　他

◆ゲ ス ト　　永冨　稔氏

（国際ロータリー会員組織

ゾーンコーディネーター）

◆ビジター　　有田　昭二（杵　築ＲＣ）

玉ノ井溥明（別府北ＲＣ）

高宮　伸雄（　〃　ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

　「今時の若い者は」とよく聞きますし、私も時々

使いますが、これはソクラテスの時代からあった

ことだそうです。

　緊張感のない、礼儀作法も知らない若者に仕事

なんかできるのだろうかと思ってしまいますが、

かく申す私も若い頃は当時の流行を追いかけ、大

人に反発し、ずいぶん傍若無人に振舞っていたの

だろうと思います。

　経験からしか、また年齢を重ねることからしか

得られないことがたくさんあります。誰しも若い

頃は少なからず、今時の若い者だったのです。

　つい先日、相撲部屋でリンチを受けて亡くなっ

た若者がいます。確かに今時の若い者は目に余る

ところも多くありますが、では果たして私たち大

人はしっかりしているのでしょうか。最近テレビ
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で頻繁に報じられる、詐欺、偽装、等々、これら

は皆大人である私たちがやっていることです。子

供のしたことではありません。

　私たちは今こそ襟をただし、ロータリーの基本

である「４つのテスト」に照らし合わせて恥ずか

しくない言動を心がけたいものです。

　真実かどうか、みんなに公平か、好意と友情を

深めるか、みんなのためになるかどうか、日ごろ

のロータリーの活動の中で、もっとロータリアン

は自分に責任の持てる言動を心がけなければなり

ません。確かに会費を納めて参加をしているわけ

ですからもっと自由であって良いと思いがちです

が、ここにも社会的責任、ロータリアンとしての義

務は確かにあります。出席義務ひとつとってもこれ

は義務なのです。義務は果たすべきです。小さいこ

とかもしれませんが、大切なことだと思います。

幹事報告 幹事　大島由美子

－識字率向上月間－

１．本日の卓話

「あなたはなぜ、ロータリークラブにいるのですか。」

国際ロータリー会員組織ゾーンコーディネーター　永
ながとみ

冨　稔
みのる

氏

２．本日のゲスト

永
ながとみ

冨　稔
みのる

氏（国際ロータリー会員組織ゾーンコーディネーター）

３．『ＲＩ第2720地区2007-2008年度　地区大

会』開催のご案内

《５月16日（金）大会前日》

記念ゴルフ大会　９:00～スタート

 【会場】司ロイヤルクラブ

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　18：00～

 【会場】司ロイヤルホテル

《５月17日（土）大会第１日》

 【会場】玉名市民会館　　

第１回本会議

 ９：30～会長・幹事・ガバナー補佐会

11：50～オープニング

12：45～点鐘

13：40～ガバナーアドレス

14：00～ＲＩ会長代理アドレス

15：30～記念講演

～17：30点鐘

18：00～希望交流会

　【会場】司ロイヤルホテル

記念講演 「演題□　現在未定」

元内閣総理大臣　小泉純一郎氏

《５月18日（日）大会第２日》

 【会場】玉名市民会館　　

第２回本会議

 ８：50～点鐘

11：05～記念講演

～12：30点鐘

記念講演 「『目利き』の人生談義」

古美術鑑定家　中島誠之助氏

《登録料》

記念ゴルフ大会

　　司ロイヤルゴルフクラブ　5,000円

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

　　司ロイヤルホテル　10,000円

第１回本会議／玉名市民会館

　　会員　8,000円、家族4,000円

希望交流会／司ロイヤルホテル

　　会員・家族　8,000円

※詳細は幹事または事務局までお問い合わせください。

４．本日、例会終了後、「第９回定例理事・役員会」

を開催いたします。

５．お祝い

配偶者誕生日　　津末武久さん（３月８日）

＊記念品をお渡し致します。

６．例会変更のお知らせ

日出ＲＣ ３月11日（火）の例会は、社会奉仕

活動の為　３月９日（日）午前中、

日出町暘谷公園に日時・場所変更

大分キャピタルＲＣ ３月12日（水）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～九

州電力・新大分発電所に場所変更

別府北ＲＣ ３月12日（水）の例会は、別府

北ＲＡＣとの合同例会の為　同日

18：00～ホテル望海に時間・場

所変更

別府ＲＣ ３月14日（金）の例会は、第４回

クラブ協議会の為　同日18：30～

ホテルニューツルタに時間変更

７．次週の予定（＊原稿をお願い致します。）

『会員卓話』村津忠久会員

『会員コラム』上妻　浩会員
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８．本日の回覧

①もみじ谷植樹作業（３月16日）出・欠席

②RI第2720地区2007-2008年度　地区大会

（５月17日･18日）出・欠席

③2008-2009年度　ロータリー手帳　希望購入

④竹田ＲＣ　週報

９．本日の配布

①週報　No.901,902

②ロータリーの友　３月号

③ガバナー月信No.９

④「ロータリアンとして奉仕する人へのアドバイス」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　赤嶺　リサ

○別府北ロータリークラブ　玉ノ井溥明氏

　幸運にも国際ロータリー会員組織ゾーンコー

ディネーター永冨稔先生の卓話をお聞き出来る

事に感謝して。

○村津会員

　来月13日に挙行される「第21回べっぷ鶴見

岳一気登山大会」に備え、上り道標・17 ヶ所、

下り道標４ヶ所の補修が必要な事が判りまし

た。来月までの完全整備を期してスマイル。

○河村会員

　一ヶ月ぶりの例会出席です。多くのゲストビ

ジターの皆様にスマイル。

○近藤会員

　春になりましたので、早速ゴルフに行って来

ました。楽しくプレーをし帰宅したところ、自

宅の鍵を持っていないことに気が付きました

が、家内も外出しており自分の家に入ることが

できません。まだまだ外は寒いし困り果てた末、

はしごをかけ裏庭から屋根にはい上がり、やっ

とのことで家に入ることができました。

　どうも私には一番先に頭の中に春がやってき

たようです。

○亀井会員

　昨日は“おひな様”でした。中央の女性会員

の方のみに、お菓子のプレゼントです。一日遅

れですけどーっ。

○津末会員

　主人の誕生日お祝い有難うございます。毎日

２時間歩いています。とても元気で居ます。

○梅津会員

　今日は大変大変うれしいお知らせです。昨日

３月３日次男のところに女の赤ちゃんが生まれ

ました。2900gもあり、とても可愛いです。ひ

な祭りに女の子ですので、先が楽しみです。ス

マイル、スマイル。

○木村会員

　春と思いきや急に寒くなったり、風邪をひい

てしまいました。

　亀井さんからいただいたおひな様のお菓子食

べたら治るかも？当クラブにこんな優しい男性

がいるのが心強いです。ありがとう。

○仲尾会員

　先日、日本ペンクラブの方々と一緒に鉄輪の

街を散策ガイドいたしました。聞き手（ペンク

ラブの方々）が文章のプロだったので話しづら

かったです。

○赤嶺会員

　いよいよ３月です。

　本日はゲストの永冨様、遠方より起こし頂き

卓話ありがとうございます。そしてビジターの

皆様、ようこそいらして下さいました。

　今日もたくさんのスマイル宜しくお願い致し

ます。

○鳴海会員

　ゲストの永冨稔様の卓話に感謝してスマイル

致します。

卓　　話

あなたは何故ロータリークラブにいるのですか

国際ロータリー会員組織ゾーンコーディネーター

永冨　　稔

　 人 生80余 年、 私

達は人生の半分、あ

る い は、 ほ と ん ど

を過ごして参りまし

た。残りの人生をい

かに有意義に過ごす

か、大変大事です。

　私がまだ若い頃、

父の要請で記念病院

を退職し、父の下に

帰った時、戦前戦後

の医学の違いから意

見が合わず悩んでい
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　ロータリアンは各地区業界のトップの方であ

ります。当然企業において収益をあげるべく努力

をせねばなりません。利益あってこそ奉仕は大き

くなります。それ故に職業奉仕を中心においてい

ます。職業を奉仕と考えお客様に対し、誠実に努

力をし、気配りと他社と異なった工夫をすること

によってお客様に満足して貰う、それが信用にな

り、長い付き合いの間に信頼が生まれる。即ち物

を売ってお金をいただく商取引きに信じて用いる

信用、更に信じて頼る信頼までをいただく、ロー

タリーの報酬は無形の信用、信頼であります。

（1929年、世界的経済大恐慌の時、多くの企業、

会社が倒産しましたが、ロータリアンの所は皆無

であったとロータリー史に記録されています。）

　残念なことに北海道の食肉偽装事件、伊勢の

赤福、大阪の船場吉兆と日本を代表する会社の不

祥事件が立て続けに起こりました。悲しいことに

ロータリーのメンバーであります。

　私は週一回の例会時、ロータリーソング、四つ

のテストを唱和する時、ロータリーの教え、ロー

タリーの自覚、ロータリーの誇りを胸に刻めばあ

のような不祥事は起こらなかったであろうにと残

念でなりません。ロータリーには人間社会の原点

とも言うべき教えがあるのです。私は京都大徳寺

の館長さんの教えで随分と助けられました。人間、

修行しても分からないことが二つある。一つは過

去に戻れないこと、もう一つは先のことが分から

ないこと。だから嫌な過去は忘れるように、分か

らない先の事は心配せず、今を楽しく生きると言

われましたが、次から次と来る今を楽しくするに

はお金の用意、健康に注意、人間関係等々、これ

又大変、まさに修行でありましょう。

　会員増強はクラブ拡大もありますが、それより

も友人の為。こんなにいい教え、環境があること

を説明して勧誘していただきたいと思います。きっ

といつかは感謝の言葉がいただけると思います。

た時、我が家に出入りしていた元易者の不動産屋

さんに話した所、やおら彼の内ポケットから古い

眼鏡を取り出して、「これはナポレオンが使って

いた眼鏡、先生買わないか」と言われた。いかに

も古い。「私は骨董は分からないが、300万円位？」

と言った所、「えっ、300万」たったそれだけと

いう態度をされたので慌てて、「500万円」と訂

正した所、笑みを浮かべて「これはただの古い眼

鏡、でも私がナポレオンと言っただけで500万円

という値がついた。ものは見かた、考えかたなの

ですよ。先生は意見が合わない、独立しようと考

えられた。併しお父さんは営々とここまで築いて

来られその苦労の結晶を先生に渡したい、そして

更に充実して貰いたい、と大変ありがたい考え。

とかく人間、勘定が先行し一方的な見かたに陥っ

てしまうが、違った角度からの視点も必要」と大

変いい教えを受けました。

　私はロータリークラブに入って40年、或る勉

強会で「奉仕は最大の報酬」と発表したシェルド

ルの言葉の解説を聞き、これぞロータリーと大き

な衝撃を受けました。それに私なりの構成を加え

スタッフと共に守り励みお陰様で無事50年の仕

事を終え、このようにロータリー活動の一助を担

うようになりました。

（私なりの説明図解図）

奉仕　は最大の　報酬

職業

誠実

努力

気配り

工夫

お金

信頼

信用

満足
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　自販機で売られている「軟水」は国産水、「硬水」

は輸入水が多く、輸入の70％はフランスからです。

　日本人一人あたりの年間ミネラルウォーターの

消費量は12リットル。これでもフランス人の12

分の１。日本人は昔から水は安全な空気のような

ものと思っていて、際限なく使うさまを「湯水の

ように使う」と言い表してきましたが、世界中の

空気が汚れ、日本国内の安全にも？マークがつき

始め、気候の変動で水が不足してくることがある

かもしれません。日本国内で水が貴重となり、「湯

水のように使う」ということばがこの先、物を大

事に使うという意味に置き換わらなければよいが

……と思うこの頃です。

 次回は、上妻　浩会員です。

会員コラム 近藤　賢司


