
会長　近藤　朗

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 ： 名古屋東急ホテル　中区栄 4 丁目 6 番 8 号

事務局 ： 名古屋市中区栄 4 丁目 6-3　岡崎ビル 2Ｆ　

 TEL （052） 253-9075　FAX （052） 253-9076 

E-mail　meihokrc@beach.ocn.ne.jp

会　長 ： 近藤朗　幹　事 ： 梅村美知容　会報委員長 ： 尾関正一　題　字 ： 遠藤友彦

WeeklyReport
ROTARYCLUB OF NAGOYA-MEIHOKU

 ２０１９～２０２０年度　№３０「集う、 楽しむ。」

幹 事 報 告

会 長 挨 拶

◆司　　 　 会　　 加島　光君

◆斉　  　 唱　 　国歌 ・ 君が代／ＲＳ・ 奉仕の理想

◆会長ゲスト  　　宇佐美　太郎様

第１８６０回例会記録  　　 ６／３ （水）   晴

本日の例会 （第１８６１回） ６／１０ （水）

次回の例会 （第１８６２回） ６／１７ （水）

会員数      ３５名

欠席会員数         名

出席会員数        名

出席率  　       ％

前々回訂正　　  １８５８例会

欠席会員　　　　　 　３名中

MAKE UP  　　 １名

出席率訂正　　　 ９２.５９％

出 席 報 告

例 会 報 告

◆臨時総会を行います。

◆スピーカー　宇都木　寧君

◆最終夜間例会及び I.D.M. を行います。

場所 ： 名古屋東急ホテル　４Ｆ 「栄の間」

時間 ： 午後５時００分～　受付

　　　　 午後５時３０分～　例会　 

1. ガバナーエレクト事務所より、会員の杉浦定文君、香田研二君、

　　近藤朗君へ 2020-2021 年度地区委員の委嘱状が届いておりま

　 すので、 後程、 加藤あつこ様よりお渡しして頂きます。

皆さん、こんにちは。お久しぶりです。3ヶ月と10日ぶりの開催となり

ます。 いかがお過ごしでしたでしょうか？報道を見ますと、「緊急事

態宣言は解除したが、尚、万全の備えを要する」 との呼びかけが

続き、 また、「いつ終息するかは分からないが、必ず終わる。色々

工夫して耐え抜きましょう。」 というような論調が大半です。確かにそ

のとおりなのでしょう。 まさに、 それ以外にないとも言えます。 する

かは分からないが、必ず終わる。色々工夫して耐え抜きましょう。」 と

いうような論調が大半です。確かにそのとおりなのでしょう。 まさに、

それ以外にないとも言えます。 現在、 私の中には 「コロナ渦以後

の日常が始まった」 という実感があります。 急速にコロナが広まる

以前はどうだったかというと、 「少し危うい気はするが、 自分の周り

はとりあえず安定している。景気も下がり閉塞感もあるが、安定継続

のためには恐れていてはいけない。オリンピックというビッグイベント

で、この閉塞感をも吹き飛ばし、世の中はよりステージを上げていけ

るのではないか。」 という気持ちがありました。しかし、現実的に「コ

ロナ渦中」 となった後の気持ちはというと、「ヒト、モノ、カネ、 情報

の自由な動きにより得られる便利な世界は、例えば 「恐ろしいスピ

ードで感染が拡大する」 というような、大きなリスクを持っている。し

かしながら、鎖国などできるはずがなく、 世の中は維持され、利益

とリスクにどう向き合っていくべきかを考えることはずっと続くだろう。

とにかく今は、 自分や家族の生活、 目の前のことに集中しなけれ

ばならない。」 「そして、安定が戻ってきた場合も、『また大変な事

態が生ずる可能性は否めない』 という恐れを、 今後も数年は持ち

続けることになるだろう。」 というようなものです。この 「コロナ渦中」

以降の気持ちの動向は、 将来に対して、「先が見えない」 「不安

ばかりが募る」 など、 消極的にも見えますが、 だからと言って 「コ

ロナ渦前」 はどうであったか？を考えますと、「将来への見通し」 に

対してただ 「あまり考えないようにしよう。」 としていただけであった

のかとも思え、 現実逃避的な意識から上記のような 「オリンピック

で吹き飛ばそう！」 感につながっていた可能性もあります。東京オ

リンピックが開催されるのかどうか？　という点については、延期発表

がなされる以前に一部から聞こえてきた、「とにかく開催するしかな

い。 開催さえすれば、 様々な分野、 多くの人に幸せが訪れる。」

という考えは、 もう、かなり能天気な部類に入るでしょう。 仮に開催

できていた場合、それは、 「オリンピックなのだからケチなこと言わ

ないで ・ ・」 と消費を煽り煽られる雰囲気とはまるで違い、「こんな

状況の中、 よく開催できた。しっかり噛みしめよう。」 ということが先

になるはずです。 「本来のオリンピックの目的」 としては、 「友情 ・

連帯・フェアプレーを相互に理解し合う」 というオリンピック精神に

照らせば、後者の方が近かったのではと私は思います。皆さま一人

一人が、 「これまでの自分」 と 「これからの自分」 との違いを少な

からず感じていらっしゃると思います。ロータリーも同様です。「変わ

りゆく、先が見えにくい世の中」 でのロータリークラブの在り方をしっ

かり考え、 実践していきたいと思います。



梅村　美知容さん　久しぶりの例会皆様と会えて幸せです

石黒　勉君　　　　　結婚記念日を祝って頂いて

尾関　正一君　　　 myrotary に登録しました

加島　光君　　　　　理由は忘れましたが… （笑）

祖父江　佳乃さん　おはなしをさせていただきます。よろしくお願いします。

【皆さん、 お久しぶりです。 お会いできて本当にうれしいです。 宇佐美

様ようこそいらっしゃいました。 お楽しみ下さい。】

近藤　  　朗君　 遠藤　友彦君　 梶川 久雄君　   加藤あつこさん

岩田　 滿治君    玉置　正樹君　　杉浦 定文君　 尾關實津成君　

平子　 明資君　 足立陽一郎君　　香田　研二君　　梅田　　　渉君

梅村　　　篤君　　塚本　　　隆君　　伊藤　晋一君　　柴山　利彌君

宇都木　寧君　　西脇　良一君　　加藤　昌之君　　西村　　　努君

渡邉　泰彬君　　河東　広樹君　　北村紀子さん　　林　　　　功君

入江由希子さん　吉村知紗さん　　　　　　　　　　

会 員 卓 話

今の自分を見つめる　これからがこれまでを決める

会員　祖父江　佳乃さん

１． 　人は願われて生まれる

  あなたの名前に込められた願い　人間 上等動物？馬や鹿は生

　　まれてすぐ立ち上がり歩くことができる。 人間が生まれて立ち上

　　がり一人で歩くことができるようになるは、１０ヶ月から１２ヶ月必要。

　　この間に沢山、沢山、 褒められる。 名前を呼ばれる。お釈迦様　

　　｢天井天下唯我独尊｣代わること、 代えることのできない命を持

　　っている私という人間はこの世に一人しかいない。 吾一というの

　　は、 我一人なり吾はこの世に一人しかいないという意味なんだ。

　　愛川吾一というものは此の広い世界にたった一人しかいないの

　　だ。 一生ってものは一度しか無いんだぜ。

　　人生は死ぬことじゃない生きることだ。 自分自身を生かさなくて

　　はいけない。 たった一つしかない自分をたった一度しか無い一

　　生を本当に輝かし出さなかったら、 人間、 生まれてきた甲斐が

　　無いじゃ無いか　『路傍の石』 山本有三著創業の精神屋号に込

    められた願い例 『榮太郎』 病弱な父と共に幼い頃より日本橋の

    袂で屋台を引き金鍔を売っていた細田安兵衛。 幼名榮太郎。

　　その時のことを忘れないように。

２． 　生まれる苦しみ　生老病死 

　　お釈迦様は、 何故生まれることを苦しみとしたのか

 　　命を授かったとき私はどこにいたのか

　　『仏説無量寿経』

   人在世間 愛欲之中 独生独死 独去独来 當行至趣 苦楽之地

　　身自當之 無有代者人、世間の愛欲の中にありて、 独り生じ独 

   り死し、 独り去り独り来たりて、 行に當り苦楽の地に趣く。

　　意訳人は断ちがたい欲望に支配された世の中に生活している。

　　そこでは生まれるのも独り、 死ぬのも独り。 どんな境遇に至ろうと

    も、 それを引き受けて生きるのはこの身、 独りである。

３．育ち

　　人と違う自分　違うことを引き受ける強さ。 強さは優しさ。

   育ちの良さ　決して｢生まれ｣では無い

   出会う とは 出遇う = 会い難い教えや仲間に出遇う　

    『開経偈』 百千万劫にも遭遇うこと難し月は自分では輝けない　

    遇う事によって育つ我が身

 ４．意志と意思

　　・ 期待が裏切りに変わることも、 希望が幻滅になる事も経験

　　　　済み だからこそ、 一歩を踏み出す勇気がある。

      ・ 大人とは自分の意思で涙を止めることのできる人

　　　・ その時が来たら誇りを持ってその場に身をおける自分を準

　　　　備する。

      ・ お金では買えないものを身につける

      ・此処に存在する責任

      ・不安と不満の違いを知る。

  　　渦中にいて不安が不満を呼び、不満が憎悪に結びつかないように

５．息を引き取る

    その人の最後の息を引き受ける　最後の息とは命日　字を確認

　　する 命の日　選びと別れなくした後に幸せの意味を知る

　　うれしく　たのしく　おごそかに

ニ コ ボ ッ ク ス

地 区 委 員 会

２０２０-２０２１年度地区委員より、 委嘱状が届きました。

2. 「日本のものすごい 10 人の住職」 という本に、会員の祖父江佳

　　乃さんの記事が掲載されました。 後程、本日の卓話としてお話

　　をしていただきます。 よろしくお願い致します。

3. ７月１日より名古屋東急ホテルのお食事の料金が消費税１０％に

　　なり、 ４４００円に変更になります。 よろしくお願い致します。

4. ２０２０－２０２１年度地区研修 ・ 協議会は、コロナウイルスの感染

　 症の予防および拡大防止の為ご登録の会員様には映像データ

　　紙媒体等での受講をしていただきます。出席でご提出された方

　　には、詳細を同封いたしましたので、 ご確認をお願い致します。

5. ２７６０地区青少年交換プログラムより、 青少年交換学生の募集

　 のご案内が届いております。 ご確認をお願い致します。

6. ２０２０－２０２１年度地区主要行事日程の変更がございました。

　 ご確認をお願い致します。

7. ６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

　 （5 月 ： 107 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。


