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第 1434 回       平成 29 年 3 月 22 日(水)  

■会長の時間        会長 岩切正司会員 

 親睦を目的として出発し

たロータリーも、長く真

摯な論議を重ねながら、

大きな変貌をとげまし

た。その結果、現在のロ

ータリーの定款や細則の

中から親睦の文字を見つけだすことは難しく、僅

かに親睦活動委員会の項目に、その痕跡を止めて

いるに過ぎません。もはや、ロータリー・ライフ

の中で親睦は不必要になってしまったのでしょう

か。ロータリーの二本の柱として、ロータリアン

のほとんどは親睦と奉仕をあげますし、新しいロ

ータリー年度が始って、新会長の挨拶にも決って

親睦と奉仕という言葉が述べられます。親睦と奉

仕がロータリー・ライフを支える二本の大きい柱

であることは、疑いのない事実です。親睦が失わ

れればクラブは崩壊するだろうし、奉仕がロータ

リー運動の大きな目的であることは疑いのない事

実です。しばしば、ロータリーで親睦を図ること

が、ロータリー運動の全てであるように誤解され

る。また、ゆらぎない親睦こそ、ロータリーが存

続する絶対的条件だと考えているクラブもある。

しかし、これらの二つの立場からの判断には、明

らかに批判の余地がある。親睦はロータリー運動

そのものではなく、ロータリーという植物が根を

はり、成長するためにどうしても必要な、最上の

土壌に過ぎないのです。 

［A Talking Knowledge of Rotary] 

親睦を図りたければ、誰にだって無限の機会があ

ります。気の合った仲間とゴルフや旅行に行くも

よいし、カラオケやバ－でだって親睦を図ること

ができます。一人一業種だなんて料簡の狭いこと

をいわなくても、同業者同士でも充分親睦は図れ

ます。ロ－タリアンになって、定例の会合に出席

しなければ親睦が図れないと言う理屈を非ロータ

リアンが聞いたら、こじつけとして一笑に付され

るに違いありません。ロータリーは敢えて親睦と

奉仕の解釈を、世間一般の人たちが考える解釈と

異なる次元に置いています。世間一般の人たちが

考える親睦と奉仕とロータリーが考える親睦と奉

仕とに異なった解釈があることに気付いて、その

言葉を広辞林で引き、更に、fellowship やservice

の意味をウエブスターで調べたとしても、それは

無駄な作業に過ぎません。ロータリーが定義する

親睦と奉仕は、いかなる辞書を引いても正しい解

釈が活字化されていないロータリー独自の概念で

あり、さらに、それを正しく理解しない限り、ロ

ータリー思想の原理を語ることはできないので

す。fellowshipを［親睦］と訳したことにも問題が

あるかもの知れません。むしろ、［友情］とか

［友愛］と訳す方が理解し易いでしょう。ちなみ

に、米山梅吉がポール・ハリスのThis Rotarian 

Ageを翻訳するに当たって、その書名を［ロータ

リーの理想と友愛］としたことは、理想＝奉仕、

友愛＝親睦を意味するものであり、戦前のクラブ

組織表では、親睦活動委員会の代りに友愛委員会

の名称が使われています。ロータリーが定義する

親睦とは、一体、どんなことなのでしょうか。敢

えて結論を先に述べれば、［親睦］とはロータリ

ークラブが、クラブとして存続していく上で欠か

すことの出来ないのが親睦で

す。 
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H U M A N I T Y 

＜本日のプログラム＞ 

1． 点   鐘 ～    

2． ロータリーソング  

3．四つのテスト唱和 4．お客様・ビジター紹介 

5．会長の時間    6．幹事報告       

7．出席報告     8．ハッピーＢＯＸ披露  

9．委員会報告    10. 観桜会 懇親会 

11．ガバナー補佐より   12．点   鐘    

       ＜４月度 例会プログラム＞ 

 △4/５～夜間例会「観桜会」  米山奨学金授与 

△４/12～「入会式」4 月フォーラム・セレモニー 

△４/19～会員卓話「荒武会員」 会員 3 分間 SP 

△４/26～名誉会員卓話・会員 3 分間 SP      



＜文書報告＞＊宮崎東RC~創立 20周年記念式典祝

賀会のご案内:期日 2017 年 6 月 10 日（土） 

＊ 2016 年規定審議会制定案対策について～ 

＊ 春のメークアップツアー（比叡山･延暦寺） 

＊ ロータリー勉強会第 17 回について 

＊ 日向中央 RC~創立 30 周年への参加お礼 

＊ 国際大会信任状提出依頼 

■出席報告         籾田直樹会員 

 

 

 

 

 

 

■ ハッピーBOX 披露     日高 邦孝会員 

＜ニコニコへ＞ 

＊小牧義隆会員～長らく欠

会して申し訳ありませんで

した。これからは例会出席に

励みます。 

＜財団へ＞ 

＊岩切正司会員～例会出席に励みましょう。 

■       委員会報告            

○梶田與之助会員 

4 月 5 日「観桜会」の案内 

○ 柳田光寛会員   

地区補助金申請書提出済

の報告○武政勝巳会員  

「ボトムアップ理論」 

畑 喜氏のご紹介 

 

■     30 周年実行委員会会議報告           

○実行委員 宇治橋会員 

○会長エレクト郡司会員 

■会員卓話            正岡文郁会員 

久しぶりに皆様の前に立

たせて頂きます。長らくお

休みさせて頂いており、ま

た皆様よりお見舞い等を

して頂き誠に有り難う御

座いました。本日は私の生

い立ちから現在までを思い出しながらお話しさせて

頂きます。 

■会員卓話           柳田 光寛会員  

皆さんこんにちは！約

一年ぶりの会員卓話で

す。入会して 25 年に成

ると思います、   と

いう事で最低 24 回は皆

さんの前で何かを話し

ていると思いますがさ

すがに覚えていません。最近はパソコンで原稿作るの

で保存していますからあまり重複した話にはならな

いと思いますが今日はどうでしょうか？不安ですね。

そして今もそうですが仕事柄個人や少人数と話すこ

とがほとんどで、大勢の前で話すことに慣れていませ

ん。人は緊張すると話し方が早くなるようで気を付け

て話したいと思ってます。話のうまい人って本当にい

ますけどよ～く考えたら講演会等を頻繁にしている

人は、たいてい同じような話を色々な所でします。何

度同じ話をしても聞く方ほぼ毎回違うのでその時の

反応を感じ取って毎回毎回少しずつ変化させている

のでしょう。ロータリーの卓話は毎回同じメンバーな

のでそこが厳しいのかなと思ったりしますね。又、時

間帯も厳しいですね食後はどうしても眠くなります

これは食事をすると胃袋に血液が集まって脳の血流

が少なくなるので眠くなるそうです。今からつまらな

い話が始まりますから眠くなったら寝息を立てずに

静かに寝ておいて下さい。昼寝は良いといわれてます

が 10～15 分が理想だそうでそれ以上は逆効果です、

そして寝る前にコーヒーを飲みますとカフェインの

効果が現れるのが 10～15 分後らしいので寝起きがス

ッキリして午後の仕事がはかどるそうです。 

失笑 「笑いも出ないくらいあきれる」という意味で

使われがちですが、正しくは「思わず笑い出してしま

う／おかしさのあまり噴き出すこと」という意味にな

ります。潮時 「引き際／ものごとの終わり」という

意味で使われることがありますが、正しくは「物事を

始めたり終えたりするのに、適当な時機」という意味

になります。 

小春日和 ようやく春がやって来たこの時期（3〜4月）

を表現する言葉として使っていた方はいませんか？ 

正しくは「晩秋から初冬（11 月頃）における穏やかで

暖かい天候」のことを表します。 

役不足 正しくは「力量に比べて、役目が不相応に軽

いこと」という意味です。逆の意味合いで使ってはい

ませんでしたか？「社長の代わりだなんて、私には役

不足でございます……！」←とんだ自信家になってし

まいますね。 

確信犯 「罪と知りながら行われる犯罪」という意味

ではなく、正しくは「道徳的、宗教的または政治的信

念に基づき、本人が悪いことでないと確信してなされ

る犯罪」という意味になります。 

会員数 25名免除 2名 

出席数 1７名    

出席率 73.9％    

MU   名     

欠席届 8 名＜免除＞         



にやける 「薄笑いを浮かべる」という意味で使われ

ることがありますが、正しくは「男が変にめかしこん

だり、色っぽいようすをしたりする」という意味にな

ります。 

憮然 「腹を立ててぶすっとしている様子」という意

味で使われがちですが、正しくは「失望・落胆してど

うすることもできないでいるさま／意外なことに驚

きあきれているさま」という意味になります 

敷居が高い 「水準が自分には高すぎて手が出しづら

い／自分には合わない」という意味で使っている方が

多いかもしれませんが、正しくは「不義理や面目のな

いことがあって、その人の家へ行きにくい」という意

味になります。 

なし崩し 「曖昧にする／うやむやにする」という意

味で使われがちですが、正しくは「物事を少しずつか

たづけていくこと」という意味になります。 

気が置けない 「気を許せない／油断できない」とい

う意味で使われがちですが、正しくは「遠慮したり気

をつかったりする必要がなく、心から打ち解けること

ができる」という意味になります。檄を飛ばす 「叱

咤激励する／刺激を与えて活気づける」という意味で

使わることがありますが、正しくは「自分の主張や考

えを広く人々に知らせ同意を求める」という意味にな

ります。 

破天荒 「豪快で大胆な様子」という意味で使われが

ちですが、正しくは「前人の成し得なかったことを初

めてすること」という意味になります。 

情けは人の為ならず 「誰かに情を掛けることは、そ

の人のためにならない」と思っている人も多いようで

すが、正しくは「人に親切にすれば、その相手のため

になるだけでなく、やがてはよい報いとなって自分に

戻ってくる」という意味になります。うがった見方を

する 「疑ってかかるような見方をする」という意味

で使われることがありますが、正しくは「物事の本質

を捉えた見方をする」という意味になります。 

「疑った」と「うがった（穿った）」の音が近いことか

ら、このような勘違いが生まれたのかもしれませんね。 

■4 つのテスト唱和       小牧 義隆会員    

■  4 つのテスト   

１真実かどうか 

２皆に公平か 

３好意と友情を深めるか 

４.皆のためになるかどうか 

 

■   例会の様子・       例会食（和食）           

 

お礼              藤堂孝一 

 先日、15 日、16 日の亡き父の通夜及び告別式には

大変忙しい中ご会葬賜りまして誠の有難うございま

した。大重ガバナー、地区幹事の堀之内様、日向から

は梶原ガバナー補佐等遠路からのご会葬重ねてお礼

申し上げます。又、宮崎市内各 RC からも過分なるご

厚志に預かり誠にありがたく心よりお礼申し上げま

す。父は、昭和 59 年 12 月 25 日市民の森公園の駐車

場で車の外に倒れていたのを通行人の人によって助

けられ近くの市民の森病院に入院しました。 

 私は、丁度その時東京の御徒町駅の近くのビル建設

現場で工事所長の立場で現場を納めていました。 

26 日の早朝に電話が入り、父が倒れて意識のない状態

とのことで一刻を争う事態でした。すぐに実家に帰っ

たのですが、父は昏睡状態でしたが、4 日目ごろから

意識も戻り何とか一命をとりとめたのでした。 

 3 カ月で退院して自宅療養が始まりましたが、右半

身に麻痺が残り歩くのも杖が必要でしたがだんだん

状態も良くなり電動 3輪車であちこちいけるようにな

り、同窓の方からもいろんなところに連れて行っても

らったようです。毎月病院に 2 回ほど通院しながらの

生活でしたが、それが良かったと思いますが 86 歳の

誕生を過ぎたあたりから足腰が弱り、だんだんと歩け

なくなり介護が必要になってきました。西都市にある

介護施設 エリシオンにお世話になりました。施設の

人に好かれ笑顔がいいねとよく言われたようです。 

近くの西都原公園には毎年連れて行ってもらったよ

うで写真もたくさん残っています。 

 
その時の写真が 2013 年 3 月 23 日の写真です。今年

は宮崎の桜開花は遅いようですが当時は菜の花と桜

が満開でした。今頃は弟が 3 週間前に亡くなり兄弟み

んな揃っていることとご冥福を祈ります。 

 追伸、父は私が RC のガバナー補佐という地区の役

員に就いたことは知りませんでしたがおかげで盛大

な葬儀が出来ました。本当に皆さんありがとうござい

ました。 


