
 

 

本日の例会（第１４３８回）      ２／２（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

次回の例会（第１４３９回）      ２／９（水） 

◆当クラブホストによる東名古屋分区Ｉ.Ｍ.に参加します。 

（集合：午後２時  受付開始：午後３時  点鐘：午後４時 

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル 「天守の間」） 

第１４３７回例会記録    １／２６（水）薄曇 

◆司    会 古川  康司君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

◆来訪者紹介  東海 RC 小嶋  洋一君 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1435回例会

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  7 名中

出席会員数  34名  MAKE UP  5 名

出 席 率  85.00％  出席率訂正  95.00％

会  長  挨  拶 

ノーサイド 

会  長  伊藤  晋一 

1 月 8 日の高校ラグビー大会決勝

では両校優勝、翌 9 日の大学ラグビ

ー選手権決勝では帝京大の優勝、そ

して 2 月 28 日にはトップリーグか

ら 7 チームに大学ラグビー優勝・準

優勝チーム、クラブラグビー優勝チ

ームが加わった 10 チームが戦う日

本ラグビー選手権の決勝戦が行われ、今季のラグビー日本一が

決まります。まさにラグビーシーズンの真っ只中です。 

さてラグビーの魅力は、第一に、体を鍛え上げた男達が行方

定まらぬ楕円のボールを必死に追い、真っ向からぶつかって奪

い合い、猛然とタックルして敵の進撃を食い止めるゲーム自体 

 

の荒々しさ、猛々しさです。第二は、ボールを敵陣地にトライ

する選手の為に、全員が自己犠牲の動きを惜しまない「ＡＬＬ 

ＦＯＲ ＯＮＥ ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ」（皆は一人のため、一

人は皆のため）の美学があります。そして第三は、ついさっき

までエキサイトして戦ってきた両チームが、試合終了を告げる

「ノーサイド」の笛が鳴った瞬間、敵味方の区別なく互いの健

闘を讃え合う「潔さ」にあるのではないでしょうか。 

とりわけ、「ノーサイド精神」は紳士の国イングランドで生

まれたことを象徴するラグビー独特のスポーツマンシップと

して広く知られています。 

ラグビー球技場に普通シャワールームが 1 つしかないのは、

両チームの選手が試合後一緒に使うことによって試合の勝ち

負けを越えて友情を深める為と聞いています。 

なぜかこのノーサイド精神とロータリーの精神は少し似た

ところがあるような気がします。 

最後に昨年の民主党代表選の直後、小沢一郎と争った菅首相

が口にした言葉は「ノーサイド精神による党内挙党体制」でし

たが、実際、今はどうでしょうか。ノーサイド精神はかなり薄

らいでいるのではないでしょうか。 

卓  話 

近代の数寄者 

会  員    柴山  利彌 

「数寄者」は「好き」の当て字で

あり、「数をよせる」こと、つまり収

集をその本質に蔵している、業の深

い言葉である。 

明治維新後は開化熱に浮かれ、見

向きもされなかった伝統文化ですが、

明治20年頃から、徳川の旧弊を破り、新時代を将来した人達、

本来それほど茶道具や古美術への志向が強かったわけではあ

りませんでしたが、仕事を通じて海外との接触が増すことで、
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自身のアイデンティティとなる文化を示す必要を感じるよう

になります。 

桃山時代に下克上によって成り上がった大名たちが一国一

城の価値を茶道具に認めていたことと、明治維新の勝者となっ

た政財界の要人がこぞって茶の湯に熱中したことの間には、不

思議な共通性を感じます。 

旧大名家の蔵や、神仏分離令によって、寺や寺院から流出し

た膨大な古美術の蒐集に向かい、蒐集品を活かすことのできる

茶の湯へ向かっていきます。 

戦国武将たちが茶室の中で繰り広げた社交や情報戦、明治と

いう激動の時代を生きた政財界による「再現」だったのです。 

彼らはそれまで茶の湯の中にほとんどなかった、仏像・仏

画・仏具などの仏教美術を、信仰から離れた純粋な美術品とし

て見ることを始め、茶道具として取り入れたことは、茶の湯の

枠を大きく広げました。 

大正から昭和にかけて日本経済を動かした人々もその魅力

に引き込まれ、さらに枠は広がっていくのです。 

彼らのコレクションはほとんどが個人美術館を成し私たち

が今日でもその風をしのぶことができます。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

柴山  利彌君 

卓話をさせていただきます。 

梅村美知容さん 

20 日に志ら玉でゴルフ友の会新年会ありがとうございました。 

【柴山さん、卓話宜しく御願いします。】 

伊藤  晋一君 尾関  正一君 古川  康司君 星川  直志君 

横井  尚啓君 服部    保君 横井    登君 松岡  三明君 

半泊  與則君 尾關實津成君 加藤  昌之君 西脇  良一君 

堀  美喜雄君 岩田  満治君 遠藤  友彦君 梅田    渉君 

藤原  研一君 

木村  雅一君 

宇都木  寧君 

 

杉浦  定文君 

阿部  美男君 

赤崎  守弘君 

 

石黒    勉君 

小關  敏光君 

 

 

加藤あつこさん 

北村  紀子さん 

 

 

ＲＩ会長メッセージ 

ロータリーのＤＮＡ 

 

 

 

 

RAY KLINGINSMITH 

PRESIDENT, ROTARY 

INTERNATIONAL 

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、 

 このロータリー年度は、私たちの方針、慣習、手続きなどあ

らゆる面が今の時代に合っているか、改良することができるか

に目を向ける革新の文化が特色です。私は多くの分野において、

できること、成すべきことを確信していますが、私たちのよう

に古くて大きな組織にとっては、時代に合わせることは驚くべ

きことではありません。 

「中核となる価値観」がロータリーのＤＮＡ 

 しかしながら、同時に、私はロータリーの成功にとって大変

重要なために、侵すことができないことがあるのも十分理解し

ています。それらは国際ロータリー（ＲＩ）の「長期計画」の

中で私たちの中核となる価値観として反映されていますが、私

はそれらを私たちのＤＮＡと呼びたいと思います。それらはロ

ータリーをほかの組織と識別する特性です。それらはロータリ

アンが何者であるか、また、世界中のロータリアンたちが共通

して持っているものは何かを示す本質なのです。 

 ＲＩの「長期計画」の中で名付けられた中核となる価値感は、

「親睦」「奉仕」「高潔性」「多様性」「リーダーシップ」の5つ

です。若い人々は私たちが伝統的に使う「親睦」という言葉よ

りも「ネットワーキング」という言葉を使うのを好むようです

が、私にとっては同じことです。どちらの言葉も、協力してプ

ロジェクトを実施したり、ロータリーの会員であることをかけ

がえのないものにしたりして、私たちのクラブにおける友情が

持続するよう導きます。友情は明らかにロータリーのＤＮＡに

とって最も大切な要素なのです。 

数多くの誇るべきもの 

 ロータリアンは時代に合わせるという現行の強調事項が私

たちの中核となる価値感を損なうのではなかろうか、などと心

配すべきではありません。それは「売り物でないものもあるこ

とを知っておけ」とか「どこに線引きをするかを知れ」といっ

た警告を含んだ「Cowboy logic」（注、2010年 12月号ＲＩ

会長メッセージ参照）とは矛盾するものかもしれません。ロー

タリーを一流の組織にした価値観や姿勢を変える気はないと

いうことを、私はロータリアンたちに保証したいと思います。

ロータリーを世界のひのき舞台に押し上げたものの一つがポ

リオ・プラスです。 

 私たちはロータリアンとして誇るべきものを数多くもって

います。今は私たちにとって至福の時であり、そして私たちの

クラブがより大きく、より良く、より豊かになるよう力を貸せ

ば、私たちの最良の日々はこれから先にあるのです。私たちの

5つの中核となるべき価値観に沿って進むことで、持続的な発

展はロータリーのＤＮＡが世の中に知られるもう一つの部分

となるのです。 

～ロータリージャパン ホームページより抜粋～ 


