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第3回例会昭和57年8月31日（火）晴
へ

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会ji 26漁 出席24:"

lIlﾙW*92.31%

◇前回 8月241-1 (修旧II席率) 100%

Makeup

加藤(保){l.(8/23*),"1 1 ,ハ(8/25名｣上）

◇ビジター紹介5名

◇誕生日祝福

杉|｣l火人(9/3）

◇ニコボックス

杉l l l7i.(火人誕/IW),加藤(保）芯(61'r総会
無@j＃終r),水野(X)11.(8)1241 IRIに1I:.,ik
承認のl･li:びとして，ボーリングミックスダブ
ルスフI･一プントーナメント291 1無頼終了),
'i!¥lW|．("581ml 1 1本学生逆'三樅水泳競技大会
実打委tij史となりましたので),林裂F(スピー
チをさせていただきました)，加藤(正)弧･(ス
ピーチをさせていただきました）

◇松居幹事報告

1 4fl l例会終了後皿.li:公をｲiいますので，

j'i! '1l:役ilの方は橘のHIにお災り~ドさい。
2 9jj6 I I (jj)に附催されるIIj.内RC"

入会幽識料会に蕊録された方はお忘れなく
ごllllI'iゲドさい。

3 ガバナーより""{lのI I険”という水を・
頂いておりますので，受け{､lにてお持ちｿW}

り1，.さい。

◇水野(民)会長挨拶

8ﾉjも雌後になり， ノドl lもﾉ亡気な会此の力
やビジターとしての呰様と比に第3回例会の

できることをおよろこびIIIし上げます。
ノド| ｜はロータリーについてのお話をしたい

と思います。
l1仙猫本l 1:ということがあり綱価には，突災

および'lll ''1峨業の遊徳|'Iり水準を商めること一
イI州な職龍は蝶稲されるべきである－聯業を
通じて；|:会に4計|:する，そのためには品位が
なくてはならない。従巣幽との関係がよくな

くてはならない，仕入先，販売先とのトラブ
ルがあってはならない，聯々がむつかしく1 l l:
かれておりますが， ~脈','iﾘな職業であり, 11 1:III1
からよくやっている,いい商売だ，よい先/|~:
だ，親切だ， と言われることは，それそのも
のが1職災に忠実であり，熱心であり, li'l l:心
をもって毎I Iをくらし，従業員とその家族を
含めてよりよい日々をくらすことができると

いうことです。
4人がシカゴで集って!洲をした根源はここ

にある。そのための一難職一人でありその職
業を代炎する人がRtnである。 またそうで
なければならぬ。ただバッヂをつけ，狐食を
火にするだけでばいけない， ノ|柄の雌礎・ノ!§
雛が縦砿している本､11の知識人がRtnであ
ろうと私は思っています。他のRCにつとめ
他のRtnにつとめるよう心掛けて－･ l 1も-IIL

く一人前のRtnになりましょう。
◇講演

“シルクロード雑感”

公興林 淳三満

‘‘シルクロード

会風林

私とシルクロー

ドとの川合いは今

より｜激ｲ|柚のこ

とです。 §11111i,私
はイタリアのミラ

ノでファ・ツション

研究のため， しば

らく勉1繊しており

ましたが， どうも'二l分
考え方もがかばないま

ずﾊﾙ|]<Iすることになっ
て'21分Ifi身が厭になり

くなってしまいました

長のi,'i水公照先/~kの「
という仏教の教えを魁
1lXり暖すことができま
に火『､いき術を勉強して
ンドに行くことにしま
た寮らなく砦<又た

たが， どうもILI分

ニヨ

一
一I

漁

メ叩1

で納僻のできるような

方もがかばないまま． とうとう何もでき
|]<Iすることになってしまい意した。そし
分Ifi身が厭になり, l'1分すらﾙ-;じられな

ってしまいました。そのlllf,呪東大糊yl:
i,'i水公照先/~kの「機輪II職処達者猫迷う」
う仏教の教えを恐い浮べて， ｜ﾖ分I;|身を
暖すことができました。そして学/|; ll#代
I,いき術を勉強していることでもあり， イ
に行くことにしました。
まらなく暑く又たまらなく汚ないインド

－1－



5つ， リILに5つありますが，受知りILには現在
114細介あり，名I1f屋iliには, 12組合があり
ます

4MI:, |｣,ll.の組合の11j:金尚は, 1兆5,000
値|'｣あり，私どもの名, l,-jf' lji' ;.川股災協同組
介は530"| |｣で，県下で鰯3位でございます。

#ll合の難務としては， これらのIIj金業務が

if体でありますが，全く銀ｲj･災務と同じであ
りますが，銀行と違っているところIま，農業
協同細合法により，株組織と, #ll合jiによっ

て成りたっております。祷様に特に御ﾎ11用し
ていただきたいことは，大きな金額の利用を
していただくことであります

・例をIIし上げますと，急に101", 20IMX,

30催の人川のllli,銀ｲj･保証でご利川になれ
ば，知jUlでも，長期でも, llI[ちにご利川いた
だけます。

もう一つ杵様の､膳胤iのために共済制度があ

ります。 ′k命と建物の共済保険ですが， これ

は貯金咽であります。地虚保険は， もっとも
有fllで安く，保障は全国一本でありますし，
地域の組合で決定になりますので，保証は非

附に楽であります。

この他，農産物をulhllで作って米，麦をは
じめとして，固の食糀，帝雌，水産にもつな

がる'I#災もいたしております。
胆兆協同組合は， ノドイ|”の法i ltの攻llで，組
合li外の〃でも利用することができるように
なりました。

ノド後は腱兆協同組合をﾉくいにﾎﾘ川していた

だき， ，ﾄ11淵を上げてドさいますようお願いIII

し11げます。

ご俳聴ありがとうございました．

理事役員会議題（8ﾉ131 1 1 )-

1 11』内14RC!#|11会(8ノ}171 1ホスト名11 1.

k&RC)栩告の件

2 新入会口候補肴のfl:

3 夫人同伴夜間例会のf|：

4職場例会の件

5 1 1 1,|:､l誠二君病気欠席の|'I:

6 !ig;If状伝達式の件

デ．''､､～，...･へ｡､､､'一.･'－．‘，..～､･僻'へ''､､'一・,｡'～.'‘'､へ､.､''一'，､..一･‘.～．.と
） －夜間例会ご案内

）
〈と き 10ﾉ15H(火) 1811f
．ところ料｣'j嘩松楓閣 《
<& 'i'i 8,000｢ロ （会[~1大人此）
へ‘ ‘へ.“一一.､"へ~.､〃-, "､_,“～､へ*一．”､苧~～､. ,へ〈

◇次回卓話（9ﾉ17 I I)

“生かされている”

会ii 橋本義郎ハ．
“建設業について”

&ii 石田耕嗣ハ

◇次々回卓話（9月141])

“私のスポー･ンについて”

公園 加藤大豊 ／I．
$,l臨床雑感”

会li 加藤敏昌 イ|.

'lli大陸での混乱と貧姻を兄て, |'|分が日本と
『;.う災しく磐かで住みよいIKIで碁えていたこ
とがいかに倍沢かを揃感させられました。そ
して考え〃を変え， もっと人のためになるこ
とをせねばならないと思いつつ洲,ll_KIすれば，
そこに待ちうけているものは,1.li度化された社
会でした。こんな矛ji研を幾庇か繰り返すうち
に，いつのまにかシルクロードの旅もインド
から、アフガン， イラン，パキスタン， ネパ
ール，ブータン，そしてトルコ． エジプト，
又''1近東へとその行動半篠も拡ﾉくされ，多く
の盗料やIIf物も集まり，勉強する朧会も多く
なりました。
私述が一番身近に感じるシルクロード．そ
れは仏教であり又仏教災術であると思いま

す。 2,3111紀の域, _|上lノリインド特にガンダ
ーラー地刀にヘレニズノ､文化，ペルシャ文化

の彩辨を受け，ガンダーラー仏が造られまし
たこれが仏像の始まりです、
シルクロードの地FI!的要然又ﾄ|:公的肯欺と

111まって東西の文化がアフガ．ニスタンのバー
ミヤン地方に栄え。バーミヤンの大勝唯仏と
なりました。 これがシルクロードの降臨な東
Iju交易に助けられ, ' l 1｢RI |ﾉq城地力に仏教が伝
ｵ)り，ギジルのF仏像や牧郷ｲi寵「仏像，そ
して北魏llli代に作られた裳|淵のイi賑であり，
そのすぐれた造形災を尤成しました。そして

新雑の'1<|慶州の石窟lifのイi仏と！『ったI帝仏像
の系,瀞を辿り，東人＃の臘介I|j仏やil(介|塊の
‘ |#:物として現在ににえられております。
」兇代のシルクロードは又雌法の町でもあり

ますn 4月の'l!噸と思いますが、私が' ';とガ
レキの砂漠のカイバール峠を越えて. iMかく

緑の多いパキスタンへli'jかっているlllf.税関
の枕侮を終えてパキスタン側ヘイj･く途!|l’だ
るまのように頭から毛布をかふ~:った少年達の
1111しｿ'‘り組に包囲されました。そのLI !の一人
が‘懐からタバコ2つ繩のかたまりと金屈‘|ｿlの
刀ｲ|イビを川して，私にMiえと, i.うのです。縫
で．それは|梛楽の一繩と万ｲ|〈縦ビス|､ルだとわ

かって鱗いた次第です。そして籾l lij･きまし
たダラと門5III｣.lj:, |ﾀl1のアフガン戦ｷﾄの! | '心
的なII1Iで鉄砲密造のIIIj･として行満です。 250
ilil:腱の家ではそれぞれが分災して鉄砲を製造
しています。このように半ば公然とピストル
が作られ，麻薬が光買されていると荷う－Im
を持ち，多くの民族が征きかう道，文化の交
流の道がすなわちシルクロードなのでありま

す。

‘‘腱災協lx1#ll合のI1M典について”

会貝加藤正義 ~ﾊ．

へ

＝

水| |は腱巣協同

組合の概要につい

てお話したいと思

いますnまずその

ﾎl職は会同→県→

' lj~といった体制で

できております。
|･~郁ﾄj･l体は． IKIに

－2－


