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-ServePeople
l983～84年度RI会長ウィリアムE

みんなにロータリーを
ShareRotaryNo.17(1983～1984)

スケルトン

第61回例会昭和58年10月25日（火）晴
へ

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会員49(48)名出席38名

出l,'iV率79.17%

◇前回10ﾉ116[1 (修正出1,'ir*) 100%

makeup

背山溝(10/12和合),安藤渦･(10/1911f@T),深

児君(10/191ilfW), TI了川君(10/19和合),堀場

"(10/12WI合)、加藤(火)君(10/13]IZIWT),加

藤(敏)rl.(10/22'#]: 1I1),加藤(係)W(10/22守

I I I), i' il合ラバ･(10/19iW),小林洲(10/18満束),

黒野調.(10/18名火)，水野(賀):ﾊﾞ(10/17束)，

西川諭(10/20端穂), JK1. 1>fi･(10/20瑞穂), J<

谷君(10/12和合)，尾関君(10/17M(). 鈴木

（正)#･l･(10/134(IW).鈴木(砿)1i(10/13東南):

寺澤君(10/19ﾄ11ff),手脇荊(10/18儲東),都

築満.(10/18稽來)，鵜飼慈.(10/22'､]:III),矢野

7i(10/18稠束）

◇ニコボックス

水野(氏)？1｡ （コアラの件で細I I新聞に出まし
た‐ ロータリーのおかげです)，加藤（ﾉ<）調・

（第38回鮮賜秋季同体に行って参りました)，

久保lil"(秋季家族会で優勝しました),新災

荊（家族会で)11ヶ丘ボウルにおll l:i禰になりま

した)， ≦i'il l l II("38回群馬|測休に鍵知りil:役貝

として出場しりiL選手団の激励に行き，女子が

Wri杯5位になりました). 深兄調. (アメリ

カ，ニューヨーク出張からj1“ﾄﾙ1}1.1<1, ホーム

クラブ御撫沙汰しました)，杉III"(秋季ボウ

リング大会で家族蛍，優勝しました)，擬野

乳~|･(結僻1氾念祝）

◇三輪幹事報告

1． ロータリーの友10月号が来ておりますの

でお持ちﾙI}り｜､.さい。

2. *LI例会終r後,",jf役li会を行います

ので理､jl:役此の方は, 2F棚の間にお集り

下さい。

◇大口ロータリー財団委員長報告

来月はロータリー財･団月間になっておりま

すが，すでにご案内しておりますように只今

ポールハリスフェローの寄附をお願いしてお

ります。多くの拷様より御協力繭いておりま

すが，全旦の準ポールハリスフェローを目標
にしていますので今後とも－1牌の御協力をお

願いいたします。

◇新入会員紹介
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◇竹内会長挨拶

先日ふと“会長挨拶”という毎|劇の習慣は

どこからか疑問に感じました。符界の名士の

前で時には低次元のスピーチをすることもあ

るかと思うとIIIしわけなく感じます。

木口は妓近のマスコミに対する懲兄をll』し

‐上げます。私.|l;:ではありますが，ある時，私

の病院のクーリングタワーが騒背公‘【¥の源に

なっているという（広告評価で数lil.万IIjもす

るであろうスペースで）批判の!;"1:が某新聞

に掲栽されました。近所の苦情がl;Ⅱ次ぎ、釈

へ
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各界指導街が参禅（禅メディテーション）し

てります

今アメリカではH本の武道が磯んでありま
す。弊察では口木の武道が必須であり, 'Iliで

は｜:'|‘↑雌iiiﾉ|そが剣道の修練に励んでいる姿も

兄受けられます。では何故彼呼はそんなに政

術でなく武遊を学ぼうとしているのか。「術」
ではなく11f後にある「逆」の極恵，その根本

が「ﾉくfll魂」であり武道のバックボーンとな

って撒かれているからなのです。そして彼嘩
はI｣水に対して尊敬の念さえ抱き, II水に懸

命に学ぼうとしているのですc我々は3~fイト
の伝統ある糀神力(Spiritualpower)が我

々のバックボーンにあり，彼等が尊敬するの
もそこにあることを忘れて1まなりません。

アメリカでは犯罪が多く，それはアメリカ

が風俗, 111柵，朧史，仏統の迷う人＃Iのルツ
ボであり，彼呼が|' | [_Lの民族に,誇りをI｡!jたな

いからと思われます。それについてロスアン

ゼルスタイムズはこう論じております。 「|'｜
らの塊をI群け， 日本人のように(Searchon

yoursoul. SameasJapanese)」と シカ
ゴ弊察では決してお世辞でなく (notapple

polishing), アメリカにおける日本人を「そ

の特帷に於いて誇り高き人繩であり，その知
性に於いて衆Ⅱ,';しい鎖脳を持つ人繩」とI;､ﾄ価

しています。ではII I1故日本人だけがおしなべ
て優秀なのでしょうか。それはIIj観が|ﾘI治。

人1l･:の修身。jii徳の教育を受け, 1 1本乢族と
してのプライドをi'lj親の感化によって受け継

いできたからです。 5, 6fi前よりアメリカ
では. 1 1水の学校内暴力．家庭内暴力がflijii

されていますが、アメリカ人の怠兇ば決って

"Unbelievable/'' か"Incredi上le./"で

す。ここに現代のH本人に足りないものがあ

るのでばないでしょうか。外国人として， ’ ’

水民族の雌廃のﾉc凶と言える1 I教組に隆礎心
ながら{'',: !;をL,Aしたい。 「修身・道徳の教育

こそ人切である。」と。

I I水の知忠(wisdom),ll本の1:,'i i'l 'ﾉJ,
火刑1魂を'､j4ばんとしているのが, Unknown

Americaの･ liliであり, 1-I水人はその乢族
としてのI湾りを持って11t界に対拠して↑j･かね

ばなりません。
"Americaisagreatcountry"

Infact、 America is thatthe greatest
country intheworld、 becanEeAmerica
isacoEIntryoffreedom, justice,equality.
It isalandoffullfillment｡ it isaland

ofdregllncometrue. (文武： '剛色）

◇次回例会(11j] 1 I_l)

,;IMi "ロータリー奨学金と私のWI',j』:ﾉ|祇”
米l l l奨']‘:′|冒 劉突煥君

◇次々回例会(11118 1 I)

識波 “貨幣の歴史'，

東海バンク貨幣盗料館館長

鬼頭晴彦氏 （紹介省小林ｲｻ）

明に努めている中．隣の幣形外科のビルの屋

上に実は原因があったことが判lﾘjしました。

さて，蒋災は無関係であったとしてア落着し
てから苦情。批判を言った方々からどのよう

に私に謝罪があったか？』何もありません。

新'111~ﾄ|からも詫びの言葉はなかったのです。

次に私の友人で港RCに在職していたI洲．

が， ’'1:にいう「三億円,I『件」で退会をしてい

ます。ナゴヤキャッスルを郷台にしたもので
したが，当時, I詞は狂言強稀の一〃の主役

として扱われ連日マスコミを賑わかし， ノトま

での|高用も地位も失ってしまいました。人々

がこの'jf件を忘れた頃に真犯人が獺げられま

したが， もうその時はI満の悠党としてのイ

メージだけが残る結果となっていました。

さる10月12日，田! '!うじ-i'1.l;I Iに対し一一聯の判

決がありました。結果は御/1球Ⅱでしkう。し
かしノrl l , 「マスコミと検察がFを細めば作

・世的に特定の人物を味ii'iできる」危険性を叫

ぶ必喫がないでしょうか。私の場合, IfWの

陽介、 llJII'氏の場合といい．大小の|)Mきばあ
るも， もしその判断が間迷ってたとしたら如

111なる戊任を負うつもりか。 「被害者面が加

害者であったとしたら如何して救済するつも

りか｡」

マスコミが時に作り｜げてしまう「llt論」

という悠脆的存在に疑|州を投げかけることが

ノド雌ﾉ<のllli腿であり， しかも雌もり]気のいる

発‘ドではないかと思うのです。どうか「災はI

リンチ」は映IIIIiの西祁劇の' | 'だけのことにし

てmきたいものです

◇誌演

“知られざるアメリカ”

ロングビーチ禅センター主監打学仰1
－う壱・

松岡操雄氏

（細介.什杉|| |君）
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私は，アメリカで束i､f比'皎仰；‘:，比II"i<

数，比較文化をワシントン州倣ﾉく'､j‘:をはじめ

として5つの大学で教えるとj1§に、 シカゴを

' l !心に全米で7つの禅センターをI掴:してお

ります‐そこにはロングビーチ禅センターの

レーガンノ<続航をはじめとし．アメリカでの

－2－


