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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８１４回 例会Ｎｏ．４４ 平成 ２４年 ６月１４日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「我等の生業」
■ 出席報告
会員４７名中２８名出席
■ 出席率
６３.２４％ 出席計算人数 ４４名
■ 修正出席率
５月３１日 ９５.３５％
■ スピーカー
成田久美子様
■ ゲスト
水谷裕加里様、竹村二三枝様
■ ビジター
名古屋ＲＣ 中北智久さん
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キリスト教のことばかり書かれていて、彼が非常に熱心
なキリスト教の信者であったことが分かります。これが
前面に出てくると、とてもついて行けない感じになるので
すが、「幸福論」の方は私たちにも参考になるところがあ
るのではないかと思い、紹介させていただきました。

長谷川龍伸

皆さん、こんにちわ。
最近、ヒルティという人が書いた「幸福論」という本を読
みました。私自身が特別に幸福について思い悩むという
ことはないのですが、本の体裁がきれいでしたので、買
いました。３部作のうち、第１部を読んだところです。
この本は、いくつかの章から成っており、最初は「仕事
をするこつ」という名前の章から始まります。
その中で、こういうことを言っています。
仕事と休息は対立するものではない。人間は休息にあこ
がれるが、求められている休息というのは、精神と肉体
をまるっきり遊ばせている状態においてはやってこず、
むしろ休息は両者を適切に活動させる場合にのみ生ず
る。つまり、本当の休息は、活動のさなかにのみ生ずる、
のだそうです。そして、こうした自然な休息を許すだけの、
絶えざる有益な活動の状態こそ、最も幸福な状態なのだ
そうです。また、少し後の方でこうも言っています。時間
が有り余らないということこそ、幸福の最も本質的な要素
である。そして、人間の心は、正しく適切な仕事を見いだ
したときほど快活な気分になることはないのであって、
幸福になりたいと思うなら、何よりもまず仕事をもとめな
さい、と言っています。要するに、働きなさい、ということ
のようです。
幸福論というと、アランという人の本が有名ですが、こ
ちらは、列車の中から見える風景の変化に喜びを見い
だす、というような穏やかなものであるのに対し、ヒルテ
ィの方はからり厳格というか、勤労生活の中に喜びを見
いだしなさい、というものです。
ヒルティという人は、スイスの法律家で、裁判官、弁護
士、学者など、法律に関係した仕事をした人です。彼が
書いた有名な本として「眠れない夜のために」という題名
のものがあります。不眠症の人のための本かと思うと、

ニコＢＯＸ
加藤満男さん 長い間大変お世話様になりました。私の
勝手な都合で申し訳ありません。皆様の励ましやご配慮
をいただき本当にありがとうございました。丸の内ＲＣの
益々の発展と会員の皆様のご健康を心からお祈り申し上
げます。
●本日は「いのちの授業」普及活動をされているエフ・フ
ィールド代表の成田久美子様を卓話にお招きしていま
す。成田様、水谷様、竹村様、ようこそお越し下さいまし
た。会員一同心より歓迎申し上げます。今日は宜しくお願
い致します。 長谷川会長、松尾幹事、藤野、岩田、柴
田孝一、安江、金子、矢野、中村、若原、成田、小菅、西
川、永井、渡邉、高山、加藤久明、立石 （敬称略）
吉田さん 誕生日のお花、有難うございました。
田島さん 今日の夜の小菅さんの歓迎会を楽しみにして
います。
後藤さん 本日は早退します。
北原さん すみません。宜しくお願いします。
和田さん 今月は私の誕生月です、お祝いを有難うござ
います。
本日合計 ６０，０００円
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎６月２１日（木） 第８１５回例会
「再生エネルギーについて」 矢野雄嗣さん
◎６月２８日（木） 第８１６回例会 例会変更
「会長幹事慰労夜間例会」 安江にて 18：30〜
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

退会のご挨拶
チャーターメンバーの加藤満男（みちお）さんが、事業所
の創立５１年を迎えられるに当たり役職を退かれること
になり、当クラブからも退会されることになりました。

卓 話
「いのちの授業」
エフ・フィールド代表 成田久美子

日野原重明氏の「いのちの授業」活動内容と、その活動
を普及支援されているエフ･フィールドの成り立ちについ
てお話いただきました。
ハイライトよねやま（１４７号 WEB より抜粋転載）
１・寄付金速報＝今年度最後のご協力を！＝
5 月までの寄付金は、前年同期と比べて 1.5％減、約
1,800 万円減少の11 億8,400 万円となりました。普通預金
が0.7％減、特別寄付金1.9％減でした。また、5月単月の
寄付額も昨年より 60 万円減少しました。今年度も残り半
月です。今年度の普通寄付金をすでにご送金いただい
たクラブは、昨年は 5 月末現在で 2,232 クラブであったの
に対し、今年度は 2,166 クラブと、66 クラブ減少していま
す。5 月末には、板橋敏雄理事長から各地区ガバナーに
宛てて、これまでのご寄付に対する御礼と、今年度最後
の寄付増進に向けたお願いの文書を郵送しました。普通

寄付金・特別寄付金ともに、6 月 29 日（金）当会口座入金
分までが今年度の寄付実績になります。ぜひとも今年最
後のご協力をお願い申し上げます。
２．「東京米山ロータリーＥクラブ 2750」が創立
第2750 地区（東京）で 6 月2 日、日本で 3 番目のＥクラブ、
東京米山ロータリーＥクラブ 2750 が創立されました。ス
ポンサークラブは、米山学友を中心として 2 年前に設立
された東京米山友愛ロータリークラブです。創立会員 27
人のうち米山学友は 16 人、メンバーの国籍は７ヶ国にわ
たるという、スポンサークラブ譲りの国際色豊かなクラブ
です。総会当日は、田中作次ＲＩ会長エレクトのご出席の
もと、小沢一彦ロータリー財団管理委員、片倉章雄ガバ
ナー代理の市川伊三夫パストガバナー、板橋敏雄米山
記念奨学会理事長らの祝辞を受け、盛大な創立総会と
なりました。特別代表の関 博子氏は「当地区で米山学
友を中心としたＥクラブを創立し、世界を繋ぐネットワーク
を作るというのは片倉ガバナーが掲げられた目標」と言
い、当日やむなく欠席となった片倉ガバナーのＥクラブ
創立に向けた強い思いを訴えました。このほか、クラブ
定款・細則の採択、理事役員の選出、国際ロータリーの
加盟申請が行われ、初代会長に就任した米山学友のフ
ァオジア・ディナさん（インドネシア/2008-10）は、奨学生
としてお世話になった東京昭島ＲＣの全会員、特に、親
身になって支えてくれた渡辺和義カウンセラーに深い感
謝を示し、「初代会長として推薦されたことを深く受けと
め、先輩ロータリアンから多くを学んでいきたい」と、決
意を語りました。田中作次ＲＩ会長エレクトは、「スピード
感のある社会の中で、従来の方式から脱皮すべく新しい
形式のクラブが創立されるのは必然であり、若い層の入
会の道として整えるべき点である」と力強く述べ、板橋理
事長も「米山学友は Piace Through Service の担い手と
して大きな役割がある」と、第2760 地区で創立されたＥク
ラブに対して大きなエールを贈りました。
（片倉章雄ガバナーは、創立総会開催を前に、5 月 30 日
に逝去されたことが6 月5 日に発表されました。ご冥福を
お祈り申し上げます。）
３．第 2 回理事会開催報告
公益財団法人となって 2 回目の理事会が 6 月 7 日、都
内のホテルで開催されました。
全国から 32 人の理事と 3 人の監事が出席し、板橋敏雄
理事長による進行のもと、2012 年度事業計画・収支予算
がそれぞれ原案通りに承認されました。また、前回の理
事会で決議された 2013 学年度奨学生採用数 700 人に
ついて、地区別割当数算出方法と募集要項を審議しまし
た。このほか、公益財団法人移行に伴い、現在の理事・
監事の任期が今年 9 月開催の評議員会までとなるため、
役員候補者指名委員会を設置することが決議されました。
会議終了後、中澤 剛理事（第 2530 地区）から発言があ
り、福島県の浪江ＲＣと富岡ＲＣは全会員が避難生活を
余儀なくされているにもかかわらず、今年度も、米山記
念奨学会へ多額の寄付をしていることが報告されました。
板橋理事長は「大変困難な状況にありながらご寄付を頂
戴したことに感謝を申し上げたい」と、即日両クラブへ礼
状を送りました。

