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Ijf'li業が進みません。

年度始めにグループを編成させて頂きましたが、今ま

でに・人も紹介されていないグループもあります。なんと

か'ﾉさ噸5名を考えていますので､宜しくご|"力ください。

炉…………‘皇“ きようの例会録…………噺
;第941回平成14年3月19日(火） ビ
E,詞篝.歸……鐸…侭幽…声…響嶽響嶽琴嶽碧鍔念雲儘……』
講演 “小児歯科医が感じる子供の心の問題”

愛知学院大学歯学部教授 土屋友幸氏

（紹介黒奴さん）

炉…陰4'…応…群， 先週の記録‘詮…､謡畠･‘領，…煮
#第940回平成14年3月12日(火） 晴；
峰塑‘,胃ﾂｭ,‘領’‘望』‘虞’農4』‘震ｼ鯵4,‘寵ｼ"侭梨侭穀雨琴侭響揖些‘7:ｼ琴侭;婆,‘,ﾐｯ傷･‘病’‘:進,‘義ｼ濃"侭必

囹"それでこそロータリー”

圏出席報告

会jj 70(61)名 出｝ﾙ『 39名

出Iﾙﾘﾈ 6393％

前々l111 211261_1 (修1li,'l.怖率) 100%

囹ビジター紹介 1名

囮ゲスト紹介

乾技術M1務所 乾 昇氏

（浜北RC会員）

へ

|池田国際奉仕委員長よりお願い
以前キャンヘルプタイランドに寄付頂いた〃には会

撒と洲､l･送金川紙がお手兀にあるかと思いますが、 4

j－l半ばに|:lill際奉|_|委員会より改めて寄1,1･のお願いをさ

せて唄きますので今'11|は送金なさらないで~ドさい。

｜ 笹野会長挨拶 ’
皆さんこんにちは！ビジターの森さん、よくお

い川ドさいました。ごゆっくりお寛ぎ下さい。又ケ

ストの方には後程ご誰演頂きますこと楽しみにして

おります。

さて、来月から公立の幼稚|鴬I、小学:校、 1'1'ｻ:校、

尚校では完全週5日制が実施されます。文部科'､}角宵

によれば「ゆとりの教育」というのがスローガンに

なっているようですが、昨今、児藁の'¥:ﾉJ低~ﾄが朧

んに論,識され、 この制度の実施によっていっそう加

速するのではと心配する親御さんも多いと|ﾊ|いてい

ます。それがあってか遠山人臣は先l-l 、学力向｜:ア

ピールを公表、学力低下岨II三のため学習蝋などに休

l lの受けllllづくりへの協ﾉJや各'､；:校独|:｣の学ﾉJ向t

のための対策を考えるようll:平びかけています。

ll'f'it 1liのある'l''¥:校の先ﾉkは、心I鼎をして次のよ

うに!_;っています。 「休みは家でゆっくり;|盤ていたい

という子供が意外に多いのです。私が子供のころは

111MI1の'1.･後は誰と何をして遊ぼうかと吟えてうず

うずしていたものです。ところが今はコンピュータ

ーケームが稚流で一人でいつまでも遊べるようにな

り友進|､l･き合いを煩わしく思う子供達が多くなって

きました。黙々とケーム機に向き合う姿はとても雌

全なものとは言えません。週5R制によって・体ど

んなf供達が作られるのでしょうか」また地方の1j:

政|兇|係箭は「了･供にとっては口由な時間が卿えます。

これはり)とりではなく単にヒマになるだけで非行が

｜ 佐久間幹事報告 ’へ

1 . 4xl l例会終1．後、 IRI際大会（バルセロナ）の脱

Iﾘl会を致しますので、参加者の方は2階ロビーへ

お災まりドさい。

和田会員増強委員長より報告

先ll llll,'i'i致しました、地区会員卿強委興隆会縦の

､服｛'iをさせてlnきます。第2760地区の2001ｲla71:l l

l iの公興激は5()75淵、 2002年l月末は6014名と39i4

のjW"llを,パし、 外[",li屋分区では、 778名から773名

と5塒減少、 Iノリ称li雌分|Xでは1308名から1315名と

7名垪力IIしています。

ガバナーは「6000橘以l:の会員がいなければ地IX

の迎尚が厳しく、今II｣160()0名を越しているが年度末

には退会荷が多くなる傾向にあり各クラブとも史に

努ﾉﾉをしていただきたい」と話されました。

､'iクラブでも《l名人会の3名退会しています。

今l''l lMを経験しましたが、会員数が少なければ

il,'il人のf1.111が大変大きく1111をするにもj，算がなけれ
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’ 黍葬雇篭握暴一マ 籾職~･~変身:･~彊進 潅細職縣鐡聯を砿棚し俺治り凄す。



墹える『'1能性だって高いと思います」とも画.ってい

ます。それでは一体何のためIMfのために'奥施するの

でしょうか。東海3県の'ﾉﾐ施率は愛知県84％、 ll皮恥

ﾘ!1458%、 _晶砿県69%となっています。また全l l;l学科

判朋会が〃II照の830の熟に迪う小! | '学ﾉ|《 、ﾉj人と親h，

T･人を対象にした調炎によると|:IIMI Iが休みになる

ことについて「良い」と符えたf供は65％、反対.に

親は「不安」が58％をi l iめています。過ごし方につ

いてf供の53％が「遊び」と符え「勉強」は28％、

親は,'6％が「勉強させたい」とIIII答、 「遊ばせたい」

22％と対照的な結果がでました。

週511制で先生達に不安や災I論はないのでしょう

か。 ドlli修授業などは先ﾉ|;の殿l1tに征されるとか紬Ij

は教える人の資質のlAj題になってきます。いずれに

してもf供進は次の時代を1Iﾃi1う大切な'意です。良

い絲果が出ればと思いますが、帯さんはどうお答え

になられるでしょうか

問題です。

「f、 ｜ﾉﾘを絶つ。意なく、必なく、固なく、我な

し」 「意地にならぬ、執念しない、頑なにならぬ、我

を惟らぬ」孔子が'~1:った「ｲLfのIJLI絶」といわれる

4つの「勿れ」で鮎'性をII.IめるjIL水的心椛えだとい

われます。これも卜||手のことを考えると出来ること

だと思います。孔子は晩学で「 ｜･有五にして学を,＆

し、 f ｜･にして立つ、 I川｜にして惑わず、五|-にし

てﾉ〈命を知って」政治活動は諦め郷ILIからの迎えに

応じてl . l年振りに戻り、弟j尾を礎成し教育に卯念し

ようと琴えました。 llｻに69才。

腿ｿ)を失い、愛弟f顔l' 'l 、 j息脇を失って7'1才で死

にますが、弟fや係弟rが「I補I謡」を編纂しました。

この,論,譜のI|1には学ぶべき! i.雌が沢ll. 1あります。 「子

| ･'く、学びて時にこれを群う、亦説ぱしからずや。

1111 、遠方より来る有り、亦楽しからずや。人知らず

して‘|胤みず、亦君-fならずや」「lltの人々が自分を認

めてくれなくても、小､Iえ不満を抱かない。なんと立

派な人間ではないか」 「恨まない」は「恕す、思いや

り」と111源のi謡です。

これは身につけば教錐のひとつです。これを身に

つけるのは教育です。

カントは「人から教fiを除けば全く無である」柵

津IMiiifは「人'tで雌も惨めなのは教養のないことで

ある。雛も美しいのは人のために施して恩に肴せぬ

ことである」と扁.っています

1 1本に初めてロータリークラブを作った米111梅占

翁の符詩「常識関|'11」に「凡そ人の身を立て世に処

せんとするには、必ず先ず術拙の|肌lを叩いて、その

炎玄|塊lに刺を通じ、斯くて社会の大広|ﾊlに案内され

なければならぬ。 (! II I11H)挙拙ﾙ心対･'I'I:しきを採らざる

べからず、典の無礼又は失態なきよう注意すべきは

勿論のこと、荷も稠人の''1で横斥を蒙るがごときこ

とがあってはならぬ。社会の大広間に於ける作法、

我飛は之を常識と称するのである」とあります。無

礼、失態がなければ人に迷惑をかけることもないわ

けですが、これが「附識」だといっているのです。

人|ﾊlと動物の速いは「人|AlはI'I分の脳の存在を知

る脳を1.#っている」ことだと, i.われます。この脳が

悠に伽けばオウム典II1!", lltのために働かすのがロー

タリーです。好意と友1i1iを深めるか、みんなのために

なるか、どうか。 「恕」の ~ !；につきます。

浅学非才の身、先’『の名I_;の披瀧のみ．お恕し|､．

さい

例会変更のお知らせ ~ ~ ~

fl!'｢膳空港RC 3/25(1 1)夜lNl例会の為

%,li"I)WIWRC 3/28(k)ガバナー公式肋間の為、

3/29(御マリオ､ソトアソンアにて

へ

囹講演 “恕とロータリー”

乾技術士ﾘﾄ務所 乾 昇氏

(紹介 l l llllｲｬ）
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「jを典Iﾊlいて1. ･1く、 ! i.にして以て終身これを『j

なうべきもの有りやと。 r･ l ･lく、それ恕か。己の欲

せざるところは、人に施すことなかれ」 （衛謡公第，．

I1..102) これは孔fの唯の脈1111といわれています。

この「恕」は「ゆるす」と‘沈みます、州手の身に

なってその行為を考えると、なぜそうしたかが分か

る，分かれば当然「ゆるす」ことになる。これが

｢思いやり」です。

岐近II~r少年犯罪の低ｲ『令化が|ﾊl題になっています

が、 これは許せるでしょうかそのl'i征は我々にあ

ると！；われます－， 凸は'γ:校では先′kが、家庭では父

lﾘが、外へ遊びに出れば|え級ﾉkや近所のおじさんや

おばさんがしてはいけないことはしっかりと叱って

くれましたいわゆる唯です

り〃I; 、親fをはじめ先ﾉ|:と,|；從、友達II11上の心が

触れ合うような会話が少ないのが番問題だと思い

ます｡ケームなどの氾漉で! ;･雌を,､if:ぷチャンスが少

なく、 ‘活し合って解決する稗.li'!もない． うまいI荊介

いのF,kてを知らず''1分1'1心ですぐ行動に{|}てしま

います、思いやる「ゆとり」がありません。このよ

うな『供たちに、 どうしたら雛をすることができる

か「恕」をどうやってIII!解させることができるかが

一

囮ニコボックスは紙面の都合により次回と致します。

囮次回例会（3月26日）
友愛の日

－2－


