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インスピレ－ションになろう
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フィレンツェ歴史地区

1982 年登録
■司会進行

浅野文夫 SAA
◆点鐘

◆メ－クアップ【敬称略】
・1/19 ＲＹＬＡ委員会 吉田和義

渡邉元貴会長
１２時３０分

◆Ｒソング「それでこそロ－タリ－」
◆出席
会員 50 名
出席 37 名・欠席 13 名
◆出席率
77.08 %
◆前々回出席率 67.39 %

世界遺産

◆結婚祝 【敬称略】
・1/17 渡邉元貴 ・1/17
・1/18 鈴木克己 ・1/18
・1/25 有島敏夫 ・1/27

勝呂泰樹
栗坂禎一
内田 重

修正後出席率 82.60%

◆欠席者【敬称略】
石渡正明・齊藤新一・嶋津正和・鈴木秀幸
三沢 猛・塚本秀夫・濵田昌己・林田謙志
倉島和広・大澤藤満・宮寺順子
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ＲＩ会 長
地区ガバナ－
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バ リ－・ラ シ ン
橋 岡 久 太 郎
吉 野 和 弘

◆誕生祝【敬称略】
・1/17
・1/26

内田 重 ・1/21 叶川博章
平野秀和
お誕生日

おめでとう！

■会長挨拶・報告

渡邉元貴会長

神経解剖学の世界的権威で京都大学の総長だ
った平澤興（平成元年６月逝去）という大先生が
いらっしゃいました。先生はＲＩ２６５０地区の
１９６７~６８年度のガバナーもおつとめになり
ました。晩年は関西師友協会の顧問もされていま
す。
私たちは当たり前のように手や指を動かして
物をつかみ、足を使って歩くことができますが、
平澤先生は、この事実に「なぜだろう」という問
いを持たれました。そして研究と努力の末につい
に世界で初めてその道理を解明することに成功
しました。
平澤先生がその謎を解き明かすまで、なぜ、人
間の指が動くのか、走ることができるのかという
ことが当たり前すぎてわからなかったのです。そ
の功績は現代医療の大きな礎となっているので
す。日本の誇る先達の一人です。平澤先生が、な
ぜ、そのような不思議に迫る研究をされようと思
われたのか、それは平澤先生の宗教観、死生観に
よるものが大きいのです。
平澤先生の語録「生きよう今日もよろこんで」
に次の言葉が紹介されています。
「研究に研究を重ねていくと、おそらくどの方
面の学問にせよ、このわからぬ領域に到達し、そ
こに頭を下げざるを得ないものがあることを発
見すると思うが、ここまで来ると、科学者もまた
何かの宗教的感覚に触れるのではないかと思わ

れる。そこに科学と宗教の溶けた世界がある」
平澤先生の残された短歌があります。
「生かされて生きるや今日のこの生命（いのち）
あめつちの恩かぎりなき恩」
深い境地に達した人生の達人は、やはり、あめ
つちの恩つまり見えない恩に限りない感謝と喜
びを感じていたのだと思います。
翻って、先週、小林ちあき会員の企画による親
睦会にて、山田修平会長年度の１月１０日の例会
のご挨拶文が懇親会の話題の種として皆さんに
配布されました。実にＡ４用紙５枚に渡る熱のこ
もった原稿です。
その原稿の中には、ロータリークラブの始まり
から、なぜ職業奉仕と社会奉仕の理念が生まれた
のかということについて、手続要覧やロータリー
に関する書籍を引用して詳細に記載されていま
した。
また、挨拶文の冒頭には、ロータリーを楽しむ
という言葉について当時の山田会長の所感が述
べられています。ちょうどスケートのトリノオリ
ンピック金メダリスト荒川静香さんの言葉『「楽
しむ」とは真剣に取り組むことなのです』を引用
されて、ロータリーの例会を楽しい例会にすると
いうことも決して娯楽的に楽しむことではない
と記載がありました。
そして、私は長年、ロータリーのいう service
「奉仕」という言葉についてしっくり理解できず
にいたのですが、そのことについても、はっきり
と明確に「奉仕とは本来、親睦のことであり、具
体的には自己研鑽である」と記されていました。
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と
いうフレーズは、「もっともよく自己研鑽する者
～」と置き換えることができるのです。
私は、レベルの低い考え方をしていた自分に気
づくことができました。
「ロータリーの親睦会は、
娯楽ではなく真剣に自己研鑽する場であったの
だ」ということを、この山田ＰＰのあいさつ原稿
に知ることが出来たのです。
親睦会は、おいしい手作り料理とお酒も手伝っ
ておかげ様で明るい親睦会となりました。まさに
ロータリーを「楽しむ」ことができました。企画
してくださった小林会員、そして、気づきに導い
ていただいた山田修平ＰＧに心より感謝申し上
げます。
超一流のロータリアンでもあった平澤興先生
は、有名な次の言葉も残しています。
「人生はニコニコ顔の命がけ」
一流の人生はにこにこ顔で命がけなのです。しか
め面で真剣勝負はまだまだレベルが低い、という
ことでしょうか。これからも、明るく朗らかにロ
ータリーを真剣に楽しんでまいりたいと思いま
す。

■幹事報告

大里光夫幹事

・勝呂泰樹会員
結婚祝いの花束ありがとうございました。２歳
の娘が自分にきた花束だと思い、大変喜んでお
りました。
・栗坂禎一会員
1/18 の結婚記念日に素敵なお花をありがとう
ございました。その日は自宅に帰れなかったの
で、翌日の土曜日に花を見ながら家族４人でケ
－キを食べました。まだまだ夫婦仲が良いとこ
ろを子供に見せることが出来良かったです。

1.幹事報告
1) 本日、１８時３０分より中国料理東洋におい
て、次年度の第 2 回被選理事会が開催されま
す。被選理事の方の出席をお願いいたします。
2) 「2019-20 年度 会長テ－マ及びロ－タリ－賞」
の文書が届いておりますので回覧いたします。
3) ガバナ－事務所 広報・公共イメ－ジ向上委
員会より「イメージブランディングガイドブ
ックのご案内」が届いておりますので回覧い
たします。
2.他クラブからのお知らせ
1）上総 RC より「週報」が届いておりますので回
覧いたします。
3.その他のお知らせ
1）特になし
4.回覧
・「2019-20 年度 会長テ－マ及びロ－タリ－賞」
・ガバナ－事務所 広報・公共イメ－ジ向上委員
会より「イメージブランディングガイドブック
のご案内」
・上総 RC より「週報」

◇ニコニコボックス

クラブ管理運営委員会
田口理紗会員

・平野秀和会員
誕生日をお祝いいただきありがとうございま
す。７１歳になりました。先日自動車教習所で
高齢者講習を受講しました。いよいよシルバ－
マ－クをつけることになりました。複雑な心境
です。
・叶川博章会員
1/21 ６５歳になりました。今年から年金満額
嬉しいような、何か淋しいような気分です。こ
れからも高田純次を目指して明るく楽しく生
きていきたいと思います。
・内田 重会員
結婚記念日祝と誕生日祝いとダブルでいただ
きありがとうございました。本年は年男です。
健康に留意して例会に出席します。
・鈴木克己会員
花束ありがとうございました。妻とこれからも
仲良く。
・有島敏夫会員
結婚記念日にきれいな花束をいただきありが
とうございました。６２回目。ずいぶん長くな
りました。頑張ります。
・藤野宏冶会員
本日は、卓話をさせていただきます。緊張でち
ゃんと話せるか心配ですが、宜しくお願いいた
します。
・小林千晃会員
先日の親睦会にご参加くださった会員の皆様、
お疲れさまでございました。次回は３月になり
ますので、多数の方の参加を宜しくお願いいた
します。

・渡邊元貴会長
家内が「今日は結婚記念日だそうですよ」と言
いながら、花を飾ってくれました。先回は例会
お休みしてしまいました。松岡副会長ありがと
うございました！そして、先週は小林千晃会員
の親睦会、大変盛り上がりました。感謝で-す！
＜※大きくいただきました＞

■例会アワ－
テ－マ
「新会員卓話」
卓話者 藤野宏冶 会員

<バックパッカ－学生時代の海外放浪のお話等々>

◇本日は、2018 年 8 月 1 日入会の藤野宏冶会員
の新会員卓話です。
オ－クラアカデミアパ－クホテル 例会食事

本日のメニュ－
グリ－ンサラダ
海の幸のス－プ

豚フィレ肉のパン粉焼き
【デミグラソ－ス】
ライス
デザ－ト
コ－ヒ－

点鐘 渡邉元貴会長 13:30
【介護事業

憩いの里オリ－ブ】
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