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るのでしょうか。人間はどう頑張っても 170 年も生きること
ができません。実は寿命というものには心拍数の違いが大きく
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かかわっていることが分かっています。寿命 2～3 年のハムス

次回の例会（第１８０４回）

１１／１３（火）

◆２RC(半田南・名古屋名北）合同夜間例会及び懇親会
ホスト：半田南ＲＣ

会場：活き魚料理まるは食堂
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１０/３１（水）晴

◆司

会

玉置

正樹君

◆斉

唱

RS・我らの生業

ターの心拍数は毎分 400 以上、7～8 年のウサギは 240 程度
15～18 年のヤギは８６程度と言われています。それに対して
亀は 8 程度です。心臓が拍動して人間を始めとする動物は栄養
を取り酸素を摂取してこれを燃焼させエネルギーを取り出し
ています。その際活性酸素というものが作られてしまいます。
これが万病の元になっています。自分自身の細胞も傷つけてし
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まうのです。哺乳類の拍動数は生涯で約 8 億回と決まっていま
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す。人間の拍動数は大体 60~70 回なので、それで計算すると
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自然界における人間の寿命は 25，4 歳です。実際に縄文時代
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の人の寿命は約 30 歳であったということが分かっています。
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現在ではその 3 倍ほど生きることができるのは食生活の変化
や医学の進歩によるものが大きいのです。それではなぜ亀がそ

定文

長寿と言えば鶴と亀、両方
とも縁起の良い動物の代
名詞です。鶴は千年亀は万
年とも言われますが実際
には亀は万年も生きませ
ん。普通の緑亀で 50 年ぐらい、ガラパゴスゾウガメは 170
年ほどの寿命があるそうです。かつて織田信長が桶狭間の合戦
の折、
「人間 50 年、下天のうちをくらぶれば、夢幻の如くな
り」と舞ったと伝えられています。人の世の 50 年は天界の時
間と比べれば夢幻のようにはかないものだ、ということのよう
です。以前我が家でもお寺の池にいた子亀を子供が拾ってきて

んなに少ない心拍数なのでしょうか。その理由は亀が甲羅を持
ち、危険な時にはその中に身を隠すことに繋がっています。亀
の甲羅の中というのは実は内臓で詰まっておりそんなにスペ
ースがありません。亀が頭を引っ込めるときには肺の中の空気
をすべて出し、肺を小さくしてそのスペースに頭を入れます。
亀が身を隠しているときには亀は呼吸ができません。呼吸がで
きない訳ですから心臓が動いても酸素を体に送ることができ
ないので、亀は少ない心拍数でも生きることができるようにな
ったのです。そしてその結果 100 年以上の長寿となりました。
自然界の現象、形、事柄にはすべて理由があります。そういう
のを突き詰めるのは楽しいことです。

幹
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飼う羽目となりました。幼稚園児であったので当然私が世話を

１．本年度もロータリー財団への寄付を行います。本年度より

することになり、ガラスの水槽を買ってきて数年飼っておりま

年次基金募金 150 ドルとポリオプラス基金募金 30 ドル＝

した。亀は生活環境が良くなると成長がどんどん早くなり最初

180 ドルの寄付をお願いいたします。申込書を同封致しまし

は５～６センチだった亀が２年ぐらいで 40 ㎝を超えるように

たので、１１月７日（水）までにご提出ください。なお１１月

なりました。結局は水槽も狭くなったので拾ってきたお寺の池

に一括で寄付をご希望の方は、申込書右側にございます金額の

に返しました。さてそれでは寿命というものはどうやって決ま

お振り込みを１１月２８日（水）までにお願いいたします。分

割寄付ご希望の方、２月に寄付をご希望の方は、改めてご案内

「職業奉仕理念の提唱者」アーサー・フレデリック・シェルド

をさせていただきます。(11 月の R レート 1 ㌦＝112 円)

ンは、
「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる＝事業の

２．１１月の例会内容につきまして、一部変更がございました

繁栄を願う職業奉仕の理念」としてロータリーは企業は利益の

11/7 水

追求を否定しませんが、利益を得る企業のやり方が問題である

新会員職業紹介（吉村会員）

11/13 火 半田南ＲＣ合同夜間例会 ※11/14 水の例会を変更

と言っているのです。そこに存在するのが「職業倫理」です。

11/21 水

地区委員報告（加島会員）

反例として 2008 年 9 月 15 日のリーマンショクがあげられ

11/28 水

月間卓話

ます。

（奨学基金・平和フェローシップ委員会 委員長 長谷川 龍伸様） サブプライムローンという金融商品が跋扈し正常な投資手段
より大きく逸脱＝儲けさえすれば良い、最後誰がババを引こう

ご連絡
お礼とお願い

（会員エレクト

が関係ない、社会の利益より自分さえ儲かれば良いの考え方、

近藤

朗君）

行動が結局米大手投資銀行リーマン・ブラザース破綻を始め多
くの企業・個人の破綻を招き世界経済が大混乱しました。

地区委員報告
国際ロータリ-第 2760 地区職業奉仕委員会
委員 香田 研二君

「ロータリー活動」の目的は、自らの職業を通じての倫理活動
であり、ロータリアンなら誰もが知っているハーバート・テー
ラーの「4 つのテスト」の実践が最良の方法でしょう。
職業奉仕とは・・・
職業サービスを念頭に相手の立場に立った職業活動を行い、相
手の喜びを自分の喜びとしながら、職業人としてのより高い倫
理の向上に努め、世の中に広めていくことです。
これまで、2760 地区職業奉仕委員会の作成した DVD より
我が委員会の考え方・活動を報告しました。

ロータリーの「職業奉仕について」

しかし、ロータリーの友 2017 年 1 月号に前橋 RC 本田さん

2015-2016 年度第 2760 地区職業奉仕委員会 DVD より

の寄稿をお配りします。

日本のロータリーでは職業奉仕がロータリーの原点・活動の根

本田さんは日本のロータリーで脈々と受け継がれている職業

幹・金看板、などと脈々と語り継がれています。

奉仕の考え方に一石を投じられています。

ロータリー活動で重要なことであるが、職業奉仕は難しい、職

時間の関係で詳細な説明はできなくなってしまいましたが

業奉仕はわかりにくい、とよく言われます。

（DVD 視聴のトラブルにより・・）

①他の４大奉仕と比べると説明しにくい

是非皆さん一読していただき皆さん自身でお考えください。

②具体的に何をすればよいのか分かりにくい

二 コ ボ ッ ク ス

③社会奉仕とどう違うのか？（私見として名北 RC に於いても
優良警察官表彰は社会奉仕、消防署員は職業奉仕その違いは？

香田

と思います）

本日卓話宜しくお願いします。

職業奉仕の考え方としては、

梅村

他の 4 大奉仕は・・・
「に対して」という言葉を入れると説明

先日、マドンナの会、北村さん、入江さん、加藤あつこさん、

がつきます。

ありがとうございました。

クラブ奉仕⇒クラブ「に対して」

近藤

社会奉仕⇒社会「に対して」

本日、会長エレクトとして、お礼とお願いを致します。よろし

国際奉仕⇒国際社会「に対して」

くお願い致します。

青少年奉仕⇒青少年「に対して」以上で説明・理解しやすくな

【本日は、香田さんの地区の職業奉仕委員会についての報告を

りますが、

していただきます。よろしくお願いします。】

職業奉仕は自身の職業「に対して」では何か儲け第一のようで
奉仕の理念として説明できにくいと思われます。
しかし、自身の職業「を通して」社会全体（お客様・取引先・
自社の社員・更に本来競争相手である同業他社にさえ）奉仕を
する。と解釈すると理解できると思います。
職業奉仕を考えるキーワードとしては、
奉仕の心を持って自身の職業を営むこと、
職業上の高い倫理基準⇒高潔な精神を持って仕事に取り組む、
仕事の中に「世のため・人のため」という奉仕の精神が必要で
す。
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