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「われらの生業」
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　　　　　　山本章太郎　会員
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会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は岩田潤子
様、谷川美雪　様、林田充弘　様、阪上由紀
様、江田裕子　様、小林幸子　様、谷口  千鶴
美　様です。ごゆっくりお過ごしください。
坂上会員より元気なお声で、お電話いただき
皆様への会葬お礼としばらくの間、法事のた
めの例会欠席報告を頂きました。また、元気
なお姿で出席されますことを期待します。

黄金律の考え方 

　1915年に制定され、1916年の大会でガイ・
ガンディカーによって「ロータリー通解」と
して参加者全員に配られて、職業奉仕の集大
成とさえいわれた「道徳律」は、その後、そ
の中に言及されている「黄金律」を巡って、
特定の宗教に偏っているという批判が続出
し、最終的にあらゆるロータリーの規約や文
書の中から姿を消してしまいました。ロータ
リーの職業奉仕理念が希薄になってしまった
今日、この「道徳律」の背後に潜むロータリ
ーの奉仕理念を再考すればするほど、改めて 
先達の思考の素晴らしさに感動を覚えます。
ここで改めて、マタイ伝から引用された黄金
律「すべて人にせられんと思うことは、他人
にもその通りにせよ」という一節は、キリス
ト教のみに特有な戒律かどうかを調べてみる
と、世界中の様々な宗教や哲学的思考の中に
同様な思考があることが分かります。そこ

で、この黄金律の様々な表現例をご紹介して
みたいと思います。
　エジプト…他人のために良かれと自らが望
　んだことを捜し求め、それをしてあげなさい
　ペルシャ…あなたが人からしてもらいたい
　ことを、人にしてあげ なさい
　仏　　教…他人の幸せを、自ら望んで捜し
　求めなさい 
　儒　　教…あなた自身が望まないことを、
　他人にしてはいけません 
　イスラム教…あなたがしてもらいたくない
　ような方法で、あなたの兄弟たちを扱って
　はいけません
　ギリシャ…隣人から敵意を抱かせるような
　ことをしてはいけません 
　ロ ー マ…すべての人が心に刻み込んでお
　かなければならない法律とは、あなた自身
　の社会の人たちを愛することです 
　ユダヤ教…あなたが隣人からしてもらいた
　くないことを、隣人にしてはいけません
　このように、黄金律はすべての宗教や哲学
的思考の中で、ほぼ同じ表現で述べられてお
り、例え、宗教と奉仕哲学との差があったと
しても、隣人に対して己を捧げることが道徳
上の義務であり、人生のすべての部門でそれ
を適用することを説いた、ロータリーの奉仕
理念と合致することは間違いないと思いま
す。ちなみにアーサー・フレデリック・シェ
ルドンは1913年のスピーチの中で、ロータリ
ー・モットー「He profits most who serves 
best　最高のサービスをする者こそが、最大の
利益をえる」は、黄金律「すべて人にせられ
んと思うことは、他人にもその通りにせよ」

会長の時間
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と同義語であると述べています。 　　　　　
　　　　　　　　　源流の会　炉談話
　　　　　　　　　「黄金律の考え方」より

◆卓話
馬場　和代　会員

　馬場会員が応援する若きアーティストによ
るマリンバ演奏を楽しませて頂きました。
　マリンバの定番の他、宝塚にちなんだ曲
“愛の賛歌”や“花は咲く”等を聴きました。
“花は咲く”ではゲストの阪上由紀様と伴奏
者の合唱という、サプライズがありました。
　マリンバ奏者　岩田　潤子　様
　　（大阪芸大を卒業後、関西を中心にごソ
　　　ロ・吹奏楽・オーケストラ協演等と
　　　ジャンルを問わず活動中）
　伴奏ピアノ　　谷川　美雪　様
　　（同じく大阪芸大卒です。アンサンブル
　　　ラビータとして“目と耳で楽しむ演
　　　奏”をテーマに活躍中）

○馬場　和代　君
　本日は私の卓話に、マリンバ演奏とピア
ノ伴奏に岩田潤子さん、谷川美雪さん有難
うございます。宜しくお願いします。お声
がけしましたお客様ご遠方ようこそおいで
下さりありがとうございます。皆様ごゆっ

くりお楽しみ下さいませ。　ニコニコ。
○木本　玲子　君
　先日行われました小山会員の35周年記念
会素晴らしかったです。
　後期もあともう少し、ニコニコ皆様是非
ご協力をお願い致します。
○小山　一子　君
　林田充弘様ようこそ！阪上由紀様、ほほ
えみ会に出演下さりありがとうございました。
　マリンバ演奏の皆様　楽しみにしていま
した。皆様ごゆっくりお過ごし下さいま
せ。にこにこ
○草野　　旦　君
　今日は馬場さんの卓話、楽しみにしてま
す（マリンバの演奏を…）。　

　   本日合計　　　　　　￥42,000円
　　本日までの累計　　　￥898,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

川添　裕照　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト
岩田　潤子　様
　（マリンバ奏者　本日の卓話者）　　　
谷川　美雪　様
　（ピアノ奏者　本日の卓話者）
林田　充弘　様
　（古川会員の知己、入会予定者）
阪上　由紀　様（阪上会員のご令嬢）
江田　裕子　様（馬場会員のお友達）
小林　幸子　様（馬場会員のお友達）
谷口千鶴美　様（谷口会員の御令室）

◆幹事報告
・篠山RCはIM費の一部を震災復興に寄付され
　ました。南三陸漁師元気PJより感謝状が届
　いています。
・5／27㈫三田RC例会は月亭八方さんが例会に
参加されます。参加予定者の方は宜しくお
願いします。

◆スポット
◯栗田次期幹事　活動計画表の作成よろしく

お願いします（〆切　5月末）
◯次回は阪上邸での家族・ペット同伴移動例
　会（蛍の夕べ）です。　

◆トピックス
5月18日㈰
宝塚武庫川RC35周年記念式典とHYOGOロー
タリーEクラブ認証状伝達式が宝塚Hで開催さ
れました。当クラブから16名が出席しまし
た。アトラクションは武庫川クラブの国際支
援先である、トーゴ共和国の北島三郎ことキ
ング・メーサによるアフリカ現代音楽と出席
者参加の踊りを楽しみました。集合写真は関
西在住のトーゴ人女性に入って頂きました。
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　伴奏ピアノ　　谷川　美雪　様
　　（同じく大阪芸大卒です。アンサンブル
　　　ラビータとして“目と耳で楽しむ演
　　　奏”をテーマに活躍中）

○馬場　和代　君
　本日は私の卓話に、マリンバ演奏とピア
ノ伴奏に岩田潤子さん、谷川美雪さん有難
うございます。宜しくお願いします。お声
がけしましたお客様ご遠方ようこそおいで
下さりありがとうございます。皆様ごゆっ
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　Go o g l e社が仮想現実翻訳アプリ
「World Lens」の提供元であるQuest  
Visual社を買収しました。World Lensア
プリは、スマートフォンのカメラ越しに
レストランのメニュー、屋外の標識や広
告などの文字を即座に翻訳できるもので、
海外旅行では大変重宝します。現在は有
料で提供されていますが、Google社が無
料で提供するとなると利用者としてはう
れしいですね。

くりお楽しみ下さいませ。　ニコニコ。
○木本　玲子　君
　先日行われました小山会員の35周年記念
会素晴らしかったです。
　後期もあともう少し、ニコニコ皆様是非
ご協力をお願い致します。
○小山　一子　君
　林田充弘様ようこそ！阪上由紀様、ほほ
えみ会に出演下さりありがとうございました。
　マリンバ演奏の皆様　楽しみにしていま
した。皆様ごゆっくりお過ごし下さいま
せ。にこにこ
○草野　　旦　君
　今日は馬場さんの卓話、楽しみにしてま
す（マリンバの演奏を…）。　

　   本日合計　　　　　　￥42,000円
　　本日までの累計　　　￥898,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

川添　裕照　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト
岩田　潤子　様
　（マリンバ奏者　本日の卓話者）　　　
谷川　美雪　様
　（ピアノ奏者　本日の卓話者）
林田　充弘　様
　（古川会員の知己、入会予定者）
阪上　由紀　様（阪上会員のご令嬢）
江田　裕子　様（馬場会員のお友達）
小林　幸子　様（馬場会員のお友達）
谷口千鶴美　様（谷口会員の御令室）

◆幹事報告
・篠山RCはIM費の一部を震災復興に寄付され
　ました。南三陸漁師元気PJより感謝状が届
　いています。
・5／27㈫三田RC例会は月亭八方さんが例会に
参加されます。参加予定者の方は宜しくお
願いします。

◆スポット
◯栗田次期幹事　活動計画表の作成よろしく

お願いします（〆切　5月末）
◯次回は阪上邸での家族・ペット同伴移動例
　会（蛍の夕べ）です。　

◆トピックス
5月18日㈰
宝塚武庫川RC35周年記念式典とHYOGOロー
タリーEクラブ認証状伝達式が宝塚Hで開催さ
れました。当クラブから16名が出席しまし
た。アトラクションは武庫川クラブの国際支
援先である、トーゴ共和国の北島三郎ことキ
ング・メーサによるアフリカ現代音楽と出席
者参加の踊りを楽しみました。集合写真は関
西在住のトーゴ人女性に入って頂きました。
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▲5月の会員、奥様・ご主人様誕生日・結婚記念日を
　お祝いしました

▲HYOGOロータリークラブEクラブ認証状伝達式

▲トーゴ人女性との集合写真


