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＝ロータリーの誇りを胸に、前進しよう＝
例会場 名古屋クレストンホテル TEL 052-264-8000
例会日時 木曜日 12：30
クラブ会報広報委員長 大岩とよみ

2011-12 年度 R.I.会長
カルヤン・バネルジー

第７７７回 例会Ｎｏ．７ 平成 ２３年８月２５日（木） 晴
■ 出席報告
会員４６名中３０名出席
■ 出席率
６８.１８％ 出席計算人数 ４２名
■ 修正出席率 ８月１１日 休会
■ スピーカー
安江英雄さん、藤田守彦さん

会長挨拶
長谷川龍伸
高校野球が終わり、また、随分涼しくなって参りましたの
で、いよいよ今年の夏も終わりに近づいていることを感
じます。
今日は、マイブームの話をさせていただこうと思います。
マイブームという言葉は、自分の中で熱中していること、
はまっていることを表す言葉だそうです。趣味というより
も、個人的に一時的にはまっていること、という意味で、
やや軽い意味合いで使われることが多いようです。
私の場合、哲学と骨董がこれにあたります。ここ数年、
この二つにはまっていまして、今も続いています。二つ
に共通しているのは、浮世離れしているということでしょ
うか。
哲学というと皆さん何を思い浮かべられるでしょうか。
ギリシアのソクラテス、プラトン、アリストテレスの時代は
「人間いかに生きるべきか」ということがテーマでしたし、
中世から近世にかけてのデカルトやスピノザは「神の存
在証明」を議論していました。近代、現代はニーチェ、サ
ルトルなど、再び「どう生きるか」という問題に戻っている
ようです。その他に、「存在論」といって、ものが存在する、
「ある」とはどういうことかを議論する流れも、アリストテ
レスからハイデガーまであります。
私の中でブームが始まった頃に読んだ本に、パスカル
のパンセがあります。パスカルは敬虔なキリスト教徒で、
この書物も本来は「キリスト教護教論」という題でキリスト
教の正しさを述べた本を作ろうとしていたのですが、完
成せずにこういうエッセー集のような形になったのだそう
です。
パンセの中には有名なフレーズがたくさんあります。
「クレオパトラの鼻がもっと低かったなら、歴史は変わっ
ていただろう」というのもそうです。これは、正確には「ク
レオパトラの鼻。それがもっと低かったなら、地球の表情
はすっかり変わっていただろう。」という文章です。
もうひとつ、「人間は考える葦である」というのもそうで
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す。これは一般に人間がか弱いものでありながらものを
考えることが出来るから偉大だ、ということを言っている
訳ですが、その前後はこういうふうになっています。「人
間はひとくきの葦にすぎない。自然のなかで最も弱いも
のである。だが、それは考える葦である。彼をおしつぶ
すために、宇宙全体が武装するには及ばない。蒸気や
一滴の水でも彼を殺すのに十分である。だが、たとい宇
宙が彼をおしつぶしても、人間は彼を殺すものより尊い
だろう。なぜなら、彼は自分が死ぬことと、宇宙の自分に
対する優勢とを知っているからである。宇宙は何も知ら
ない。」というものです。非常に深い内容だと思います。
このように、パスカルはものを考えるという点に人間の
尊厳の根拠を求めましたが、こういうフレーズもあります。
「この無限の空間、その永遠の沈黙が、私には恐ろし
い。」この、空間が無限に広がっている、そして時間が永
遠に流れていく、それが恐ろしいという感覚が、宗教と科
学という、それぞれの文化を発展させていった原動力だ
ったのではないかと思います。理性だけではなく、感情
も大事にしたという点で、パスカルは私の好きな哲学者
です。
もうひとつのマイブームの骨董の話は、いずれさせて
いただきます。

ニコＢＯＸ
●本日は財団室長の安江英雄さんにロータリー財団に
ついてお話戴きます。安江さん、宜しくお願い致します。
長谷川会長、松尾幹事、矢野雄嗣、立石、水野、吉田、若
原、藤野、柴田達志、加藤久明、加藤満男、堀江、西川、
中嶋、渡邉、西垣、石井、柴田孝一、高山、池井戸、河原
（敬称略）
藤田さん ロータリー財団へのご協力をお願い致します。
安江さん 本日卓話させていただきます。どのような話に
なるか我慢して聞いて下さい。
岩田さん 矢野雄嗣さん、先日はご苦労様でした。感動し
ました。
田島さん 柴田達志さんが 9/3（土）に中京テレビに出演
されるそうです。楽しみにしています。もはやセミ芸能人
ですね。
本日合計 ５１，０００円

幹事報告
１． 次週は例会前に理事役員会がございますので該当
の方はご出席お願い致します。
２． 次週のクラブフォーラムは「新世代奉仕」の予定でし
たが、成田委員長の都合で２２日の「クラブ奉仕」と
入れ替えになりました。水野委員長、宜しくお願い致
します。
３． 地区大会の登録期日が迫っております。出席義務
者の方でお返事がまだの方は今週中にお願い致し
ます。
卓 話
「ロータリー財団について」
財団室長 安江英雄

このあと、長年地区のロータリー財団委員会で活動され
ました藤田守彦さんからもお話をいただきました。

カルヤン・バネルジー ＲＩ会長メッセージ
（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）
「より若い会員をロータリーに」
ロータリーの兄弟･姉妹の皆さん

私たちは 2011－12 年度の色をもっています。そして、
その色は緑です。なぜ緑なのでしょうか？ 緑は新しい
命の色、広がった枝からぱっと開く鮮やかな葉の色だか
らです。ロータリーにとって今が緑の時期であることには
疑いもありません。そして、私たちの深まりゆく青みがか
った灰色から、もっと明るい色合いの緑に置き換えるの
です。
若い会員を連れてくる
全体として見てみると、40 歳以下は 11％にすぎず、そ
れに対して 50 歳以上が 68％、60 歳以上が 39％です。
今、私たちが手をこまねいていると、10 年後、20 年後、
そして 30 年後にどのような結果をもたらすことになるか
は明白です。単に、新会員を入れるだけでは十分だとは
言えません。私たちには、私たちの組織に新しい生命や
活力を吹き込む、より若い会員を連れてくる必要がある
のです。
私たちが若い人たちにとって、より魅力的になるにはど
うしたらいいでしょうか。彼らは一世代、あるいは二世代
前の専門職が若かったころとは多くの点でかなり異なっ
ています。そのためには、私たち自身が彼らに歩み寄ら
なければなりません。多くの若い世代、彼らの居場所は
インターネット、フェイスブック、ツイッター 、E メール、そ

れにスマートフォン上です。
インターネット上に存在しないクラブは、若い世代に関す
る限り存在しないといっても過言ではありません。クラブ
のウェブサイトは公の顔なのですから、それは質の良い
ものでなければなりません。
ロータリーの家族というアイデアに立ち返る
何にも増して、私たちはロータリーの家族というアイデ
アに立ち返る必要がある、と私は信じています。ロータリ
アン、その家族、ローターアクターやインターアクター、
青少年交換学生やその経験者、ロータリー財団学友な
ど、私たちはロータリー全体を一つの家族として見る必
要があります。私たちは、ロータリアンだけではなく、す
べてのロータリー家族の維持について考える必要があ
るのです。
新会員を見つけるのに、私たちは外部に目を向けて、声
をかけてくるのを待っている私たちの若い世代に、目を
向けないことがよくあります。私たちは、将来のクラブ会
長やガバナー、そして国際ロータリーのシニアリーダー
となり得る、有能で情熱をもった新会員を見つけるつもり
で、若い世代を見なければなりません。
私たちは、過去、現在、未来のロータリー家族に責任が
あります。私たちの世代のロータリアンが最後ではない
のです。
私たちは本当の意味で、私たちのロータリーの家族を
受け入れるために手を差し伸べなければなりません。そ
うすることで、より博愛を広めることができるのです。
ロータリーニュース ８月１６日
（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）
ロン・バートン氏が 2013-14 年度 RI 会長 に選出されました
米国オクラホマ州、ノーマン・ロータリークラブのロン D. バート
ン氏が、指名委員会により 2013－14 年度国際ロータリー会長
に選出されました。対抗候補者がいない場合、同氏は 10月１日
に会長ノミニーとなります。
詳細は国際ロータリーの HP をご覧下さい。

ハイライトよねやま 136 号からの抜粋
（WEB より抜粋）
● 2010-11 年度寄付金結果＝予算達成に感謝＝
2010-11 年度の寄付金は約 13 億 1,400 万円となりました。前
年度と比べて 1.0％減（普通寄付金 1.6％減、特別寄付金 0.7％
減）、約 1,300 万円の減少です。ただし、今年度の予算額は 13
億円としていたため、約 1,400 万円のプラスとなりました。震災
復興に向けて日本のロータリー全体が尽力するなか、当会へ
の会員一人当たりの平均寄付額が2 万円を超えた地区が5 地
区、また、一人当たり寄付額の全国平均は前年度より 125 円上
回りました。皆さまのご努力に心より御礼申し上げます。新年度
も引き続きご協力賜りますようよろしくお願いいたします。
■個人平均寄付額が 2 万円以上の地区 ：
2590、2770、2650、2780、2820 地区

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎９月１日（木） 第７７８回例会 クラブフォーラム
「クラブ奉仕」クラブ奉仕委員長 水野裕善さん
◎９月８日（木） 第７７９回例会
「西名古屋分区ガバナー補佐訪問」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

