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第72回例会昭和59年1月17日（火）晴
へ

◇“我等の生業”

◇出席報告

会員52(51)名出ﾙ'if 38ff

出lif率74.51％

◇前回 1月1.01-1 (修正州席率)98.04%

makeup

水野(賀)調･(1/13北）

◇ビジター紹介6名

◇誕生日祝福

加藤(砿）‘(1/2）

◇ニコボックス

前尾張第一分区代理{;'1羽君（あけましておめ

でとうございます， ノド年もよろしく），水野

（民):fl.(! |!京テレビで1l.i腺俊彦がP&Sに来

て全国放映されました，又本l.i中口新聞に

“豚とボウリング”が掲載されます)，寓尼

71･(131 1 ,長女が誕堆しました),加藤(正)調

（誕生祝)，芥口君(結鰕記念脱）

◇新入会員紹介

◇竹内会長挨拶

先週の例会では会健の独りよがりとIIIしま

すか，三河，いや尾張漫才の北川さんの御一

同をお拍きして千穂R.C.の前途と会員の弥

栄を大いに祝って頭きました。お正月気分も
成人式が済むまでで， ここらあたりで気分を

d|きしいて参らねばならぬところでしょう。
私'lfに渉りますが，我が家ではここ再三年

"jIJIには'.| ' |:KIからのW{学生諦荊をお紹きし

て、速く異境での越ｲﾄを迎えられる優秀なる

流洲.に少しでも新二lfの気分を味わって繭こう
しまた』）

と典々お正ﾉjを祝う習俄に致しております。
今年も5私の瀞学生をお迎えして元｣二1.を過

したことです。 ’|職|での大学進学率は5％前

後と聞いております。 ｜]木の大学進学率は30

～40％であります。特殊学校を含んでおりま

せんので，それを考えますと|冒1本ではもっと

商率の大'紫進学率ではなかろうかと存じま

す。

さてその8億とも森もっとそれ以_l二ともい

われるII! l.KI民衆のII1の5%のﾉ<'､j4/kのII!から

l l本への制学/|{ば更に進抜されるのです。ま
l皇ん

さにIﾘj治維新のII＄に各蕪より進りすぐりの秀
才を･欧米へ研修のために派遮した故{ji:と全く

同じでありますから，どれほど優秀な学ﾉkか

御蝿解できるでしょう。
/i､ｲﾄ，私と‐ ･紺にお正ﾉ]のおせちを楽しん

だのは女性1名，男性4瑠でありました。
すでに[ | ]11<|で，所定の地位をII!ilめた上で名
人とか名｜:火へ留学をしているものもあれ

ば，全く‐･学生として剖学しているのもいま

す-･その1'1の一・人は名大を終え大学|塊への試

験はパスしたけれども，木|側(I1:II五l)からの

継済援助は大学までですので，どうやりくり

しようかと刷っているとのことでした。
当クラブの米1 1.1奨学雌として『劉君』をお

迎えしていることは大変に誇りにしています
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が，彼は「台湾」からの米l l lW'､j4生でありま

す。私共のクラブでは米IIIの功労者は水野前
会長と111.川米ll l委興良だけでありますので余

りきついことはlllせませんが，許し私が身近

にいる彼ら''1mからの冊学生に{1Iらかの支援

をしたいと思っても．米ll l奨学金はロータリ

ーの存在しない厩|からの留学ﾉkは対象からは

ずされていて, 1 IIIKI他, II:会14義風からの認

学生はその恩恵に浴せないのが実状です国

際委員長の林荊とも一度研究して頂きたいの

は，真の圃際理解, 1It界､Iz和に取り組もうと

いうのならば， 『｢1本の米II1 から社会1ﾐ蕊

嗣からのそれら副学生に対してIIil戸をかいぼ

うする手段はないものかと考え，又主張して

頂きたいのです。

ちなみに，呪ｲM鋼しているW{学化は、大

別して①訪問学者②! | ' l 'j留学′k (II '1｣《|政li;｣派

遊）③友交祁'lj交換学ﾉI; (",'ijfi' l1. ．ルィ京『l1

のごとく）④私flt (I 1本にMM"i ・知人のある

省）⑤外務満iil卜修uの5グループ。に蹴朏l1でき

るようです。

ロータリー交換学41.といい，米l l l剛'､j』:ﾉkと
いい， ドFをすると|ﾉ1'|陥同‘出のニュアンスが
強いように感じられます

／fl lの|||:界のｲく脇ｲ|'･(:を案しますに~ この

内'陥の交流も人切ではありますが、史に体制
の途うl l<|々に対しても．私此乢llllのサービス

グループこ-をTをさしのべて、それらU)11(,根
を除いていくことが川典で．水ﾘ!j揃公踵のl l
癖の, jif物の奥地のようなもの的〃ｲl;に．
米l1 l奨'､r:金が'|きてくるのではないでし泉う
か

1M･IJ1活動も " iliにお金をl1lせばいい‐ とい

う運動から， ｜|Iしたお金がいかに'I;きて使
われているか『が'ﾘl暗になりませんと． ′'腱し
いこととなってiliなる',!fij･の強要にな~)かね
ません

前途ある!'!|'《|から(/)WI",殻'|捕ハとおII"を

過しましてR、C.U)lil･lj･l活動に対しての私の
感恩をIIIしLげまして御挨拶にいたします灸

◇講演

‘､遊びと文化”

1l1II析聞群il 加藤鎮司氏

（紺介省鈴木(j,ii)･71･)

量を, －1錘‘RWARYCMJB

人間の生甲斐は遊びか，仕'j1:かを得える

時，示唆的なのは，紀元前Iﾉﾘ枇紀のギリシャ

で生まれ．共に栄えたスl､イシズム（禁欲言lミ

菱）とエピキュリアニズム（快楽主義）であ

る．

だが，非の東西を問わず，同家形成以徒、

支配的であったのは仕菰II!心主義的な禁欲主

護である。生産性が低く，貧しかった庶虻
は．遊びに耽る余裕はなく、刻苫勉励，ひた

すら働くことが人間の本務と考えざるを得な

かったン．競って南国強兵をFIざした同家・

権力は，庶民が禁欲主義を信じ－|,;じ込ませ

ることが望ましかったからでもある。 I I本で
も武l迄，葉隠一そしてIﾘl治以後は欧米先進
国に追いつけというので，禁欲主義を旨とし

て|-I本人は世界に類のない働き人間となっ
た。

だが， ~ を ｜=肚紀半になると技術1III噺によっ
て，余ll1艶が急増し, Ifl lrri我の拡大とl｢l侯っ
て，かつては特権階級が独占していた遊びが

庶民・大衆のものとなり，焚欲主茂一||:11:''’

心主義は哀弱し，快楽主義一が遊志li'n識へ
と転回L,つつある。それと共に， あらゆる

文化は遊びから生まれ，遊ぶことで鍛えられ

る。－と論破したホイジンガを先駆として，

遊びと人間，遊びと文化の/f< ' 1j分を岬lﾘlする
諭求が活発になった､

さまざまな論考を迪じて遊びの水質は、 ｜"’

1 1 1. 自主的． 自発性を第一として, 1 1常性か
らの乖離，結果・プロセスの/f確実,Wli，ル|ミ
I塘性などといえるcこの水面に照らし合わせ
ると，誰しもが遊べるようになったのに． 」‘（
に遊んでいるかとなると；&だ疑わしい
殊にu本人!ま遊びが~ド子である多くの遊

びは，資本と技術がコンI､ロールするレジャ
ー産業に錬弄されているし．会；|:の上役など
におもねったり，蕊理で遊ぶなどi l常#WIiべっ
たりだったりする。海外旅ｲjでも1カ所での
んびり永く滞在することの好きな欧米人に対・
し， 口本人は出来るだけ多くのものを兇よう
と動き1面Iわり，足早に，恩せき切って歩くの
!*II本人といわれ， ゴルフでもハンディを良
くするのに懸命だったりするなど，遊びのな

かにも′|ﾐ雁性と効率を持ち込みがちだ。
余暇はさらに増え．遊び,とり'lの瓜i'|ﾘlはさら

｛こ,自iまる。人撤は地球迎命共同体として多く
のグローバルな離間を抱えている。そうした
なかで．暇かな生きざまを'二|ざす, 1,111人|'|9で
切実な課越は，蛸えゆく余lll班にどう対ﾙﾋ〈する

か，如何に遊ぶか， ということだろう。

◇次回例会（1月24II)

1瀧淡 “私の仕Lli: (設!il･jI務所の近ﾙL) ''

会員松藤国弘ハ・

◇次々回例会（1月311 1)

識汝 “ロサンゼルス・オリンピック”

会員菅原宣彦ハ．
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