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▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　　吉田　忠司　会員
▲ プログラム　
　　　　　会員増強委員会プログラム

次 週 予 告 8月8日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「君が代」「我等日本の
　ロータリアンの歌」　 馬場　和代　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　大西　利哉　会員

8月1日（水）

7月18日（水）

2012～2013年度

R.I.会長テーマ“奉仕を通じて平和を”
PEACE  THROUGH  SERVICE

会長　田中作次

第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ
● 創　立　平成5年4月10日　　　 ● 例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　　 ● 例会場　宝 塚 ホ テ ル
● 事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）● 電　話 0797-87-1151　直通83-1110　FAX83-1110
● 会　長　蓮 尾 春 輝　　　 ● 幹　事　槇 野 　 稔　　　 ● 会報委員長　前 田 正 明

　宝塚ホテル内「ビアケラー」にて移動例
会を開催しました。

第917回例会報告（移動例会）

7月25日（水）

８月の行事予定

▶第917回

▶第918回

第918回例会報告

　奥様（ご主人様）誕生日
　　９日　田中　寛子　様
　１７日　中村　雅子　様
　１９日　那須　次子　様
　２３日　細川　潤子　様
　２４日　坂上　妙子　様

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
7月4日

本　日 30
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25
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89.29

92.86

会 長 の 時 間

「司馬遼太郎記念館を訪ねて」

　　　　　　　　　　　会長　蓮尾　春輝

　先般、6月10日に2011～2012年度（栗田
会長年度）の最後のバス旅行に参加させて
いただきました。
　美味しいフランス料理を食べ、そこでも
ワインを飲んだのですが、それから更に柏
原にあるカタシモワイナリーでマニアック
なオーナーの毒舌に煽られて飲めない私も
テスティングだけはつき合いたいと、10種
類ぐらいのワインを少しずつ飲んだのです
が、最後の58度のグラッパの味が翌日まで
残っていました。
　マニアックなオーナーは私どもを伴って
集落を抜けて、山の傾斜地にあるブドウ畑
に登り、品種の違うブドウの若い枝をしゃ

◆出席報告
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ぶらせて、味が違うだろうと言いましたが、
それよりも千五百年ぐらい由緒正しい歴史
のある（50m位の五重塔のお寺があった）
集落とはこういうものかと、そちらの方に
びっくりしました。
　午前中に行った司馬遼太郎記念館に戻り
ます。私は知らなかったのですが、「二十一
世紀に生きる君たちへ」という少し長い文
が金属板に彫られて壁にはめ込んでありま
した。全文を読んでもそれほど長いもので
はないし、本当は全文を掲載したいところ
ですが、そうもいかないので私なりに抜粋
してみました。

◇
　歴史とは何でしょうと聞かれた時「それ
は大きな世界です。かつて存在した何億と
いう人生がそこに詰め込まれている世界な
のです」と答えることにしている。
　私には幸い、この世にたくさんのすばら
しい友人がいる。歴史の中にもいる。そこ
には、この世では求めがたいほどにすばら
しい人達がいて、私の日常をはげましたり、
なぐさめたりしてくれているのである。
　だから、私は少なくとも二千年以上の時
間の中を生きているようなものだと思って
いる。
　私が持っていなくて、君たちだけが持っ
ている大きなものがある。未来というもの
である。
　私の人生は、すでに持ち時間が少ない。
二十一世紀というものを見ることができな
いに違いない。
　君たちはちがう。二十一世紀をたっぷり
見ることができるばかりか、そのかがやか
しいにない手でもある。
　だから、君たちと話ができるのは、今の
うちだということである。
　もっとも私には二十一世紀のことなどと
ても予測できない。
　ただ、私に言えることがある。それは、
歴史から学んだ人間の生き方の基本的なこ
とどもである。
　むかしも今も、また未来においても変わ
らないことがある。自然こそ不変の価値な
のである。
　さて、自然という「不変のもの」に基準
を置いて、人間のことを考えてみたい。
　人間は、自然によって生かされてきた。

その態度は、近代や現代に入って少しゆら
いだ。ーー人間こそ一番偉い存在だ。ーーと
いう思い上がった考えが頭をもたげた。二
十世紀という時代は、ある意味では自然へ
の恐れが薄くなった時代といえる。
　おそらく、自然に対していばりかえって
いた時代は、二十一世紀に近づくにつれて
終わっていくに違いない。
　「人間は、自分で生きているのではなく、
大きな存在によって生かされている」
　この自然へのすなおな態度こそ、二十一
世紀への希望であり、君たちへの期待でも
ある。
　さて、君たち自身のことである。
　君たちは、自己を確立せねばならない。
　ーー自分にきびしく、相手にやさしく。
そして、すなおでかしこい自己を。ーー
　二十一世紀においては特にそのことが重
要である。
　二十一世紀にあっては、科学と技術がも
っと発達するだろう。科学、技術が洪水の
ように人間をのみこんでしまってはならな
い。川の水を正しく流すように、君たちの
しっかりした自己が、科学と技術を支配し、
よい方向に持っていってほしいのである。
自己といっても自己中心におちいってはな
らない。人間は助け合って生きているので
ある。
　人間は社会をつくって生きている。社会
とは、支え合う仕組みということである。
　助け合うということが人間にとって大き
な道徳になっている。助け合うという気持
ちや行動のもともとは、いたわりという感
情である。
　「いたわり」
　「他人の痛みを感じること」
　「やさしさ」
　この三つの言葉は、もともと一つの根か
ら出ているのである。根といっても本能で
はない。だから私たちは訓練をして、それ
を身につけねばならないのである。

　もう一度くり返そう。
　さきに私は自己を確立せよと言った。
　自分にきびしく、相手にはやさしくとも
言った。
　いたわりという言葉も使った。
　それらを訓練せよとも言った。それらを
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訓練することで、自己確立されていくので
ある。
　そして“たのもしい君たち”になってい
くのである。

　以上のことは、いつの時代になっても、
人間が生きていくうえで欠かすことができ
ない心がまえというものである。

「前年度会計報告」
　前年度会計前田会員より決算報告が行な
われ、堀会計監査より、監査報告が行なわ
れました。

馬場　和代　君…皆様、暑中お見舞申し上
　げます。猛暑の中お身体お大切にお過し
　下さい。マイ記念日プレゼントをひめの
　の品を使っていただいてありがとうござ
　います。今回は同じ風呂敷ですが、名前
　入りの大判無地風呂敷です。ご愛用下さ
　いませ。ニコニコ

　　本日合計　　　　　　3,000円
　　本日までの累計　　126,000円
　　　　　　　　　（細川　洋一　記）

◆本日のソング
　「われらの生業」
　　　　　　　　　　　野木　久子　会員

◆出席報告

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　槇野　　稔
①胡志武博士・教授（上海海事大学学長室
次長兼品質管理室長）よりメッセージ。
　「宝塚中RCの皆様へ」
　暑中お見舞い申し上げます。
　この度、2012年7月8日付けで、教授昇任

となりました。
　謹んでご報告申し上げますとともに、神
戸商船大学に留学中、色々な面でご支援ご
指導を賜りましたロータリアンの皆様に厚
く御礼申し上げます。
　まだまだ若輩者で、これから学ぶべきこ
とが山積みされております。今後ともご指
導ご鞭撻ををいただけますようお願いいた
します。また、ご厚情を賜りました皆様へ
のご恩にお応えできますよう、精進いたし
たく存じます。
　暑さが厳しい日々が続くと思いますが、
くれぐれもご自愛下さるようお祈り申し上
げます。
②わがクラブの平均年齢は63.77歳です。

◆スポット
▷長期計画委員会 古川委員長より、子宮頸
がん予防ワクチン講座への協力依頼。

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
7月11日
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プ ロ グ ラ ム

▲7月の会員、奥様・ご主人様誕生日をお祝いしました

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

　野球のオリンピックWBC（ワールド
ベースボールクラシック）に日本が参加し
ないかもしれません。前回はイチローら
が大活躍して日本を優勝に導きました。
原因は収益金の配分が大会を運営する
WBCIによって一括管理されており、そ
の配分が米国66%に対し、日本は13%し
かないことだそうです。楽しみにしてい
るファンのためにも再考を願いたいもの
です。

ひとくち
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