
                                                               

本日の例会（第１７６７回）     ２／７（水） 
《優良警察官表彰》 

◆卓話紹介会員 社会奉仕委員会 委員長  梶川 久雄君 

◆スピーカー 愛知県北警察署 副署長  神谷 良三様 

 

次回の例会（第１７６８回）     ２／１４（水） 
《戦争と紛争予防・紛争解決月間卓話》 

◆スピーカー 加藤 あつこ会長 

 

第１７６６回例会記録     １／３１（水）晴 
◆司   会 平子 明資君 

◆斉   唱 日も風も星も 

◆ゲスト紹介  米山奨学生 タパ カビタさん  

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  176４回例会 

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  6 名中 

出席会員数  ２7名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  74.14％  出席率訂正  86.21％ 

  

会  長  挨  拶 
会長 加藤 あつこ 

 

 

 

 

 

 

 
 

みなさま、こんにちは。本日のゲストは、米山奨学生のタパ・カビタさ

んです。共に例会を楽しみましょう。ごゆっくりお寛ぎ下さい。 

今夜は 3年ぶりの皆既月食の日です。午後 8時 55 分頃より始まり、約

1 時間で皆既月食になり、その後約 1 時間で終了です。お天気次第です

が、太陽の赤く染まった空を見てみましょう。 

相変わらず寒い日が続きます。寒さと比例して風邪やインフルエンザな

ども流行っていますが、季節に応じた食生活で体調管理ができるとのこ

と。一般的に冬の野菜は体を温め、夏の野菜は体を冷やすと言われてい

ますが、東洋医学の考え方で、土の中で育つ野菜は体を温め、土の上で

育つ野菜は体を冷やすというものです。 

さて 本日は、現在 95 歳、今なお 元気に活躍していらっしゃる瀬戸

内寂聴さんのお話をしようと思います。昨年 12月に人生最後の長編小

説である「いのち」を出版された瀬戸内寂聴氏。小説家であり、天台宗

の尼僧でもある彼女はなぜ、小説を描き続けるのでしょうか。彼女の人

生とともに振り返ってみました。瀬戸内寂聴氏は、徳島県徳島市の仏壇

店を営む三谷豊吉・コハルの次女として生まれ、身体が弱く、本を読む

のが好きな子供でした。瀬戸内姓になったのは、父親が従祖母である瀬

戸内いとと養子縁組し、三谷から瀬戸内に改姓したためです。そして、

東京女子大学在学中に見合い結婚し、翌年に女の子を出産するものの、

夫の教え子と不倫し、当時三歳の長女を残して駆け落ちします。そして 

その後も妻子持ちの相手と再び不倫してしまうのです。そういった過去

の不倫に対する罪滅ぼしの意識もあったせいか、51歳の時に岩手県の

中尊寺で出家し、現在の名前になっています。そして、56 歳の時に中

尊寺の住職になり、2005 年まで続けられました。その後は各地での講

演会などを通じて、悩める人びとに救いの手を差し伸べられており、特

に犯罪者の方とも積極的に交流し、本人たちの相談に耳を傾けていたと

いいます。また 複数の死刑囚とも文通などで交流をはかり、いか死刑

囚といえども人権があることを、身を持って世間に知らせてくれました。 

現在 95 歳になられる瀬戸内氏。7 年前に脊椎を圧迫骨折し、寝たっき

り生活になりますが、2011 年の東日本大震災の被災地の映像を見て、

「これだけの大参事が起きているのに寝てなんかいられない」と立ち上

がったそうです。しかし、そんな無理がたたり、再び脊椎を圧迫骨折。

そして、検査の中で胆のうがんが発見。発見されたのが 92 歳の時でし

たので、医師から 90 を過ぎて手術をする人はいないと言われながらも

「すぐ取ってくださいください」と手術を即決し、成功しました。この

手術を決めた背景には、何も生産しないでただただ生きているという状

態が許せなかったから。という想いがあったからとのこと。 

ここに瀬戸内寂聴の生に対する考え方、なぜ小説という作品を書き続け

るのかという答えがあるような気がします。瀬戸内寂聴氏の名言に、「死

というものは必ずいつかみんなにやってくるもの、でも、今をどのよう

に生きていくか、何をしたいか、生きることに本当に真剣になれば、死

ぬことなんて怖くなくなるものです」とあります。過去を追わず、未来

に願わない。今の一瞬一瞬に心をこめて真剣に生きていくという想いが

伝わってきます。今この瞬間を精いっぱい生きていきたいものです。 

今日は何の日 

 1958 年：米国初の人工衛星打ち上げ成功 

 1976 年：日本初の五つ子誕生 
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～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．２９ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



  

1979 年：江川卓が阪神入団、巨人小林繁と即日トレード 

 1990 年：マクドナルドがモスクワに開店 

 1882 年：（明治 15 年）のこの日、日本初の生命保険金受取人がい

ます。 

      この生命保険会社ができたのは、前年の 7 月で、加入者も

1000 人に達した頃の出来事だった。1月 20 日、心臓病

で急死したのは、神奈川県警部長。1 月 31 日、彼の遺族

に支払われた金額は 1,000 円で、当人が払った保険料は

わずか 30 円だった。 

 1935 年：作家 大江健三郎の誕生日 

 1977 年：タレント 香取慎吾の誕生日 

 

幹 事 報 告 
１．ロータリー財団より確定申告用寄附金領収証が届きましたので、上

期に個人寄附をいただきました方に同封致しました。 

２．ロータリー財団への寄付を２月支払いでお申し込みいただきました

方に送金のご案内を同封致しましたのでよろしくお願いします。尚、レ

ートの関係上、送金は２月２３日（金）までにお願い致します。 

３．来る３月２７日（火）は、３月２８日昼間例会を変更して名古屋錦

クラブホストにより６ＲＣ合同夜間例会及び懇親会が開催されます。出

欠票を同封致しましたので、２月２３日（金）までにご提出ください。 

日 時 平成３０年３月２７日（火）  

受 付 １７:３０～ 

    例 会 １８:００～１８:３０ 

    懇親会 １８:３０～２０:００ 

場 所 名古屋ガーデンパレス ３階「明倫の間」 

４．東京ＲＣ会員の熊平雅人君より「抜萃のつづりその七十七」を頂き

ましたので、お持ち帰り下さい。 

５．２月１日よりロータリー適用相場（ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ）が１ドル１１０円（１

月: １１４円）に変更される旨、国際ロータリー日本事務局より連絡が

届いておりましたのでお知らせ致します。 

 

地区委員会報告 
国際ロータリー第 2760 地区国際奉仕委員会  

委員 加島 光君         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横田先生の後を継いで、地区国際奉仕委員会に出向させてもらって、1

年半になります。 

地区国際奉仕委員会は、アジアの経済的に恵まれない国、地域に、 

衛生、教育、医療などのインフラの整備を援助しています。 

現在進行中のものは、ネパールのブトゥワル地区に国際ロータリーのグ

ローバル補助金制度を利用して、移動医療キャンプの設立を、現地のロ

ータリー、AMDA という NGOとともに行っています。 

これは、医療機関のない地区を医療スタッフが自動車等で巡回し、医療

を行うもので、スタッフの人件費、移動用の自動車、医療機材、薬品等

を援助するものです。 

また、先日ラオスにおいて、東山ロータリーと協同で、衛生、教育の援

助として、井戸の整備、学用品の援助、マンゴーの木の植樹を行いまし

た。現地のパーティーでは、豚の丸焼きを振る舞われたそうです。 

また、フィリピンでの事業を予定しており、6 月ころ現地を訪問するそ 

 

うです。 

皆さんにご協力いただいているWWF でも活動しています。 

このような活動をしている地区国際奉仕委員会ですが、私はまだ委員会

に参加するだけで、現地訪問には参加できていません。 

いつか、現地を訪れ、国際奉仕事業を肌で感じてみたいと思っています。 

 

 

－ ゆったり例会を開催 － 

本日はゆったり例会を開催いたしました。 

 

二 コ ボ ッ ク ス 
梅村 美知容さん 

今年も恵方巻持ってきました。笠寺観音 南南東です。 

尾関 正一君 

本日欠席、残念です。 

加島 光君 

今日の卓話はとっても短くしました。ゆったり例会を楽しみましょう。 

【寒い日が続きます。風邪・インフルエンザに気をつけて下さい。

本日の卓話の地区国際奉仕委員の加島 光さんよろしくお願い致し

ます。】 

 

加藤あつこさん 

伊藤 晋一君 

西脇 良一君 

渡邉  泰彬君 

木村 雅一君 

西脇 多吉君 

平子 明資君 

近藤  朗君 

加藤 昌之君 

斉藤 裕也君 

梅田  渉君 

小關 敏光君 

横井  登君 

玉置 正樹君 

杉浦 定文君 

梅村  篤君 

足立陽一郎君 

石黒  勉君 

 

星川 直志君 

尾關實津成君 

北村 紀子さん 

梶川 久雄君 

阿部 美男君 

入江由希子さん 

 


