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来月12月８日に行われます年次総会についてお
知らせします。
これは、来年度の理事・役員を選任する会です
が、ロータリークラブ細則第３条「理事及び役員
の選挙」第１節により年次総会の１ヶ月前の例会
において議長は会員に対して副会長（次々年度の
会長）幹事・会計及び７名の理事を指名すること
を求めなければならないとなっています。
クラブ細則では、その指名はクラブの決定する
ところに従って、指名委員会またはクラブ出席者
全員の投票のいづれか一方または双方によって行
うことができます。当クラブは例年指名委員会（通
称歴代会長幹事会）により指名を行っています。
今年度も例年通り歴代会長・幹事会の指名でよろ
しいでしょうか？（拍手）ありがとうございました。
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溝部、中島、鳴海

幹事報告

幹事

髙宮

勝美

―ロータリー財団月間―
１．本日の卓話
『ロータリー財団月間に因んで』
平野英壽ロータリー財団委員長
２．本日のゲスト
パントゥシャート・シリパンさん（米山奨学生）
３．委員会報告
社会奉仕委員会 村津忠久社会奉仕委員長
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４．10月28日（水）近藤賢司会長、髙宮勝美幹事
が別府市役所・郷司義明市教育長を訪問し、
当クラブ創立20周年記念事業の一つとし「少
年少女のための油屋熊八物語」950冊を別府
市教育委員会へ寄贈いたしました。
５．11月３日（火・祝）８：30～別府もみじ谷に
於いて「もみじ谷奉仕作業」を行いました。
参加会員の皆様、ご協力ありがとうございま
した。当日の参加者は、近藤賢司会長、木村
きぬゑ副会長、河村貴雄、亀井 孝、森園伸
也、村津忠久、中尾 誠、大野雅治各会員と
寺西元亀氏（平野工務店）及び、陸上自衛隊
別府駐屯地曹友会・井手会長以下25名、コー
ラスグループ４名の計38名でした。
６．11月６日（金）19：30～東京一うどんに於いて、
「歴代会長・幹事会」が開催されました。
出席者：近藤賢司、村津忠久、梅津ヤヨイ、
後藤 隆、木村きぬゑ、森 宗明、
平野英壽、髙宮勝美 各会員
７．11月８日（日）８：20～別府の森ゴルフクラ
ブに於いて「第２回別府中央ＲＣ親睦ゴルフ
コンペ」が開催され、近藤賢司会長が優勝、
平野英壽会員が準優勝致しました。
出席者：近藤賢司、後藤 隆、平野英壽、亀井 孝、
木村きぬゑ、森園伸也 各会員及び
川内富士男、高田由子、吉冨今男元会員
８．本日、例会終了後、13：40～「第５回定例理
事・役員会」を開催致します。
９．お祝い
結婚記念日
溝部 仁会員（11月10日）
＊ご自宅にお花が届きます。
10．例会変更のお知らせ
大分キャピタルＲＣ 11月18日（水）の例会は10周年打
上げ例会の為 同日18：30～壷中
の天地に時間・場所変更
中津平成ＲＣ 11月19日（木）の例会は、ロータ
リー夜学の為 同日18：30～割烹
嘉乃に時間・場所変更
玖珠ＲＣ 11月12日（木）の例会は夜間例会の
為 同日18：30～望山荘に時間変更
豊後高田ＲＣ 11月17日（火）の例会は、宇佐、
宇佐八幡、宇佐2001ＲＣとの４ク
ラブ合同例会の為、11月12日（木）
に日時・場所変更
11．次週例会の予定
「525番目の税務署」別府税務署 署長 本藤修一氏
「会員コラム」椛田健治会員
12．本日の回覧
①障害者作業所ゆけむりより「しめ縄・加工
品」申込書
②宇佐・玖珠・杵築ＲＣ 週報
13．本日の配布
①週報No.978
②ガバナー月信No.5
③ロータリーの友11月号

髙宮会員がポールハリスフェローのバッチを授与

ビジター新井聡さんとのバナー交換

スマイルボックス

委員長

中尾

誠

○群馬伊勢崎中央ＲＣ 新井聡氏
本日は宜しくお願い致します。
○近藤会員
当クラブ創立20周年記念の一環として、別府
市教育委員会に油屋熊八物語を寄贈したことが
今日新聞、大分合同新聞に大きくとりあげられ
ました。ＲＩの方針にそって、ロータリーの広
報に寄与できたことにスマイル。それと先週の
日曜日に行われました第２回ゴルフ大会に於い
て、にぎった全員から負けたにもかかわらず優
勝を勝ち取りました。ありがとうございました。
○木村会員
久し振りのもみじ谷奉仕活動に参加して山の
秋にいろどりは気分を良くする薬になりまし
た。前日のゴルフコンペ、平野さんありがとう。
友人に私のスコアは初心者にしては最高の出来
と言われ、気を良くしています。皆さんに感謝。
シェシェ。
○後藤会員
親睦ゴルフコンペ出場の皆様、おつかれさま
でした。次回は来年３月に予定していますので、
よろしくお願いします。
○森園会員
11月８日のゴルフコンペ、楽しんできました。
私の誕生日にゴルフコンペを開催してくれるな
んて親睦委員会の気配りに感謝。スコアの方は
親睦委員長カンパされました。
○平野会員
11月３日、もみじ谷奉仕作業は出席出来ずに
すみませんでした。次回はきっと出席します。
又、先日の親睦ゴルフコンペでは優勝をねらっ
て行ったのですが、惜しくも残念。でも小にぎ
りで少し勝てたので、スマイル。でも、木村会
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員のこもり代はクラブから出るのでしょうか？
○森会員
もみじ谷奉仕作業参加の皆さんご苦労様でし
た。参加出来ず申し訳ありませんでした。
○村津会員
先週３日・文化の日、「もみじ谷奉仕作業」
に御参加のみなさん、ご苦労様でした。奉仕作
業には参加出来なくても、当日の天気を祈り、
心を寄せて下さった会員のみなさん、ありがと
うございました。
作業の概要は先程の委員会報告の通りです。
次回は来年３月中旬の植樹です。450本を予定
しています。御参加の程をよろしくお願いして
スマイル。

○衛藤会員
一週間の御無沙汰でした。早くも11月です。
今日は新井様、御遠方からようこそお越し下
さいました。
梅本さまもようこそ。どうぞごゆっくりな
さって下さいませ。
○大野会員
ビジターの新井さん、梅本さん、ようこそい
らっしゃいました。新型インフルエンザが流
行っています。皆さん気を付けましょう。
○中尾会員
11月とは思えない暖かい日々が続いておりま
す。週末には寒くなるとのことですので、皆様
体調には気を付けて下さい。

社会奉仕委員会報告

村津

忠久

11月３日（火・祝）の「もみじ谷奉仕作業」は予定通り実施された。
前日迄の雨は夜明けに止み、澄みきった秋空が広がったが、この朝の冷え込みは厳しく気温６℃。参加
者全員、寒さと風対策を万全にして集合。
8:25、準備体操。8:35より「作業開始式」。曹友会・井手会長と、わがクラブ・近藤会長に御挨拶を頂い
た後、本日の作業要綱を説明する。
曹友会は、来年３月植樹予定地の準備作業。ロータリーとコーラスグループは、夫々のグループの「役
割分担」の説明を受けた後に、Ｂ、Ｃ地区に移動。Ｃ地区では、今年植樹した苗木の整美をした。
参加者は、近藤会長、木村副会長、河村・亀井・森園・村津・中尾・大野、各会員と、寺西氏（平野工
務店社員）、コーラスグループ４名、曹友会・25名の計38名。
11時、作業終了後、鉄梯子の下に全員集合、
「紅葉」
「故郷の空」
「里の秋」を爽やかに高唱して御開きとした。
作業終了時、気温12℃、微風。有意義な秋の一日となった。

参加されたクラブ会員

卓

今春植樹した幼い苗木の世話をする

話

奉仕終了後の爽やかな唱歌高唱

ロータリー財団委員長

ロータリー財団月間に因んで
今日は、ロータリー財団月
間にちなんで卓話をさせてい
ただきます。
毎回、毎回当クラブではみ
なさんの温まる善意によって
小さいクラブながらすばらし
い成績を財団に残していると
思います。
手前みその話ですが、７～８年前、ロータリー
財団委員長をさせていただいた頃から皆さんに奨
励している積貯金のおかげで、皆さんが日々の
ロータリー財団・奨学金、米山の意識が高まり、
当クラブとしては、それなりの一日実績ができて
いるのではないかと思います。
今日は寄付行為に対する人間の心理といいます

平野

英壽

か、目に見えない力といいますか、その様なこと
を今日は、ちょっとお話ししてみたいと思います。
「損・得」
われわれは、人間とかく常日頃、日常において、
得を求め損を排除して生きています。
まず、はじめに知っていただきたいのは「この
宇宙におけるあらゆる存在はふたつの相対する性
質によって同時出現する」ということです。
簡単に言えば、この世の中には、性質というも
のは二種類しかないとの事です。
これは、非常に単純にして明白な事実なのです
が、それがあまりにも明白でありすぎるため、か
えって人々の目はくらんでしまい、しばしば人は
それが見えなくなってしまっているのです。
それはどういうことかと言いますと、プラスと
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マイナスということです。東洋的には「陽」と「陰」
と言います。
例えば健康があって病気がある。成功があって
失敗があり、金持ちがいて貧乏人がいる。夜と昼、
男と女、高い低い、おいしいまずい、我々にとっ
て利益のあることとないことと全部含めて二種類
の性質です。反対のものがあるゆえに存在するそ
うです。
つまり、闇があるゆえに光は存在しえるのであ
り、闇がなければ光もなくなるのです。
失礼な話ですが、盲目の人は生まれたときから
真っ暗闇の世界しか知りません。光をみたことの
ない人は闇も知らないのです。
「損」と「得」も相対する二つの性質であり、
「得」
の存在するところに「損」があり、「損」が存在
するところに「得」があるのです。このことは、
精神界にまで通用する物理法則「動と反動の原理」
というものです。
この原理とは、皆さんがご存じのとおり、当ク
ラブの河村先生がいつもおっしゃられる、タライ
の水を向こうに押しやれば、水は壁にぶつかり、
こちらへ押しかえされるというものです。
この他にも「摩擦」「重力」「慣性」などいくつ
もの原理がありますがこれらのすべては精神界に
も働くのです。
ここで「損」「得」を人間の意識の二面性に置
き換えて考えてみましょう。
砂漠の話
例えば、あなたが広大な砂漠のなかにいて、水
を少ししか持っていない状況を思い浮かべてくだ
さい。このとき、あなたの水を人にあげてしまう
という行為はあなたの死を意味しますね。そして
あなたは無意識のうちに「これを人にやることに
よって自分の命が短くなるかもしれない。」とい
うことがわかっています。
我々は、命が危ない、飢えるかもしれないとい
う恐れを無意識のうちに持っています。この水を
人にやれば、死ぬかもしれないという意識が無意
識のうちに働くのです。そしてそれをやる、人に
与えることによって不思議なことが起きるので
す。生きる力が出てくるのです。つまり内にむかっ
て死ぬかもしれないという意識を送ることによっ
て生きる力が湧き出るのです。
こうじま
「好事魔多し」という言葉があります。これは、
人間、物事がうまくいって、仕事が好調の波にのっ
ている時に限って、突然、思いもよらなかった災
難がおとずれる、という意味です。
そして、こう言う例は、わりと世間には多いので、
このような、ことわざも生じたものと思われます。
とにかく、人生、順風万帆のときには、得のパワー
がたまっていくにしたがい、損のパワーが、あた
かも山奥の谷川に自然にせきとめられてできたダ

ムのように、驚異的な破壊力を秘めたパワーが、
あたかも山奥の谷川に自然にせきとめられてでき
たダムのように、驚異的な破壊力を秘めた水のか
たまりとなって増大しつつあるのです。
そしてある日、突然そのダムは決壊しその人に大
きな災難や苦しみをもたらすのです。
また「帰り矢現象」というものがあります。
帰り矢とは、天空の中心に向かって矢をいれば、
やがてはＵターンして、自分の身にふりかかって
くるというものです。
一生懸命、会社のために働いていた社員がある日
パタリと即死したりします。それは、くもまっか
出血だったり、心筋梗塞だったりといろいろな病
気があります。
旦那さんは、出世街道を突っ走っているのに、奥
さんはなぜか病弱…
これも妙な話ですが、旦那さんが、もう奥さんを
愛していないと、奥さんは安全になるのです。
そのかわり、旦那さんの愛人がやられるのです。
これは、旦那さんの愛するものを失わせ、苦しみ
を彼に味わわせようとするからです。
この帰り矢から逃れる方法はあるのでしょうか。
石油の採掘や炭鉱などでは、ガス抜きということ
を行います。
穴の中にたまったガスを時々抜いてやることで
す。
帰り矢を逃れるのも、このガス抜きと似ています。
大きくたまった得からほんの少し得を抜き取り、
つまり、小さな損をするのです。
散銭…ちりせん
帰り矢に対して散銭という言葉があります。
「お金を散らすこと」です。
つまり意識して損をするのです。
しかし大損をする必要はありません。
ほんのわずかでもいいのです。
この目的は「損をしたという意識を自分に与える
こと」なのです。
われわれロータリアンの存在価値としてわずかな
寄付がわれわれの目の見えないところで役に立つ
という喜びをふまえてわずかな損を得としてお願
いします。
ロータリー財団の使命
2007年規定審議会で、国際ロータリー理事から
ロータリー財団の使命、標語、優先事項に関する
決議が提出され採択されました。
ロータリー財団の使命：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平和、親善、平和を達成でき
るようにすること。
標語：世界でよいことをしよう。アーチ・クラン
フがロータリー財団設立のとき述べた言葉です。
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