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本日の行事予定本日の行事予定本日の行事予定本日の行事予定    ((((2012 年年年年 5 月月月月 11 日日日日))))    第第第第 2876 回例会回例会回例会回例会 卓話担当：卓話担当：卓話担当：卓話担当：安江正博安江正博安江正博安江正博君君君君    講講講講        師：師：師：師：津島市立図書館副館長津島市立図書館副館長津島市立図書館副館長津島市立図書館副館長    園田園田園田園田俊介氏俊介氏俊介氏俊介氏            演演演演        題：「題：「題：「題：「戦前の津島神社とその賑わい戦前の津島神社とその賑わい戦前の津島神社とその賑わい戦前の津島神社とその賑わい    ～映像や写真の紹介を中心に～映像や写真の紹介を中心に～映像や写真の紹介を中心に～映像や写真の紹介を中心に」」」」        先先先先回の記録（例会）回の記録（例会）回の記録（例会）回の記録（例会）    第第第第 2875 回回回回 ’’’’12 年年年年 4 月月月月 27 日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ 卓話担当：寺田健一君卓話担当：寺田健一君卓話担当：寺田健一君卓話担当：寺田健一君    講講講講        師：津島ライオンズクラブ会長師：津島ライオンズクラブ会長師：津島ライオンズクラブ会長師：津島ライオンズクラブ会長    肥田肥田肥田肥田    正氏正氏正氏正氏    演演演演        題：「人間が考えうること。題：「人間が考えうること。題：「人間が考えうること。題：「人間が考えうること。    それはひるがえってそれはひるがえってそれはひるがえってそれはひるがえって    その考えうる人間にとってその考えうる人間にとってその考えうる人間にとってその考えうる人間にとって    何を意味するか？」何を意味するか？」何を意味するか？」何を意味するか？」    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体体体体操操操操        中野義光君    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「それでこそロータリー」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー  伊藤 基君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   72 名     4 月 6日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員   20 名     欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   11 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員   54 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    4 名 本日の出席率本日の出席率本日の出席率本日の出席率   75.0%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98.51% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者    鈴木吉男君（地区ＷＣＳ・識字率向上合同委員会）、寺田晏章君、八谷潤一君、篠田廣君、前田昭生君、日比一昭君、堀田力男君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、加藤則之君、加藤隆朗君、篠田知生君、宅見康悦君、宇佐美三郎君、山田清三君、山本達彦君（第 11回役員理事委員長会議）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章寺田晏章寺田晏章寺田晏章会長会長会長会長    本日の例会は社会奉仕委員会の恒例事業であります当地域のボーイスカウトとガールスカウトに助成金をお渡しする日です。日頃の奉仕活動に改め

て敬意を表すると共に、来る「５３０運動」には多大なご協力を賜るわけです。何卒よろしくお願いいたします。 それから日本赤十字社の津島地区の人達から赤十字活動資金の協力願いが届いております。金額は一番は困る、「いくらでも良い、気持ちだけ。でもできるだけたくさん」ということです。服部昭三さんが顧問をなさっているそうですので、次回の理事会に諮って決めたいと思います。これから毎年のことになるような気がしますので、慎重に審議することにします。  先般、津島ライオンズクラブの創立 50周年記念式典が行われました。長い歴史の間ロータリークラブとの関わりが今一つであったとのことです。当クラブも 60周年になりますので、これを機会に今少し交流をもって奉仕活動に生かしたいとの意見をいただきました。大変よいことと存じ、まずはライオンズクラブ第 50 代会長の肥田正さんに卓話をお願いした次第です。肥田会長は皆さんご存じのように、肥田税理士事務所の所長さんであると同時に、藤浪塾という合気道の道場の先生でもあられます。お酒もたいへん強く、弁舌も大変爽やかな方です。本日の卓話が楽しみです。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    八谷八谷八谷八谷潤一潤一潤一潤一幹事幹事幹事幹事    1. 本日、ボーイスカウト、ガールスカウトに助成金をお渡しします。 2. 『ロータリーの友』と『ガバナー月信』の 5 月号をお配り致しました。 3. 服部昭三君が顧問を務めております、津島市赤十字奉仕団から社資の納付のお願いが来ております。御協力お願い致します。 4. 5 月のロータリーレートは 1ドル 82円です。 5. 次年度クラブ奉仕関連委員会合同委員会が本日、6時から魚しまにて開催されます。 6. ゴールデンウィーク中の事務局は暦どおり5/1
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と 5/2 を除いてお休みとなります。次週例会は休会です。 以上ありがとうございました。     ニコボックス報告ニコボックス報告ニコボックス報告ニコボックス報告    第第第第 2875287528752875 回分回分回分回分    山本一之山本一之山本一之山本一之ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員    津島ライオンズクラブ第 50 代会長・肥田正氏 （お車代をそのままニコボックスに頂きました） 寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 昨日から藤まつりが開催されています。雨の日が少ない事を願います。 伊藤哲朗君 ①肥田先生をお迎えして…。②藤まつりが開幕しました。早咲きのカピタンは、ほぼ満開、5月初めには九尺藤も咲きそろいます。 浅井賢次君 ①斉藤先生はじめボーイスカウト他の役員さんをお迎えして。②ライオンズ肥田会長をお迎えして。兄がお世話になっております。 服部昭三君 ①肥田正さんをお迎えして。②トキのヒナが順調に育っています。親鳥ががんばっているようです。 野々山勝也君、片岡鉄君、加藤則之君、八谷潤一君 肥田正さんをお迎えして。 加藤則之君 ボーイスカウトのみなさんをお迎えして。 日比一昭君 ①先週の文化会館講演会では、皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。②5 月 26 日(土)は「５３０運動」です。皆様宜しくお願いします。 水野憲雄君 ①ロータリーゴルフ、雨の中勝たせて頂きました。同伴競技者、住田さん、安江さんありがとうございました。②お花をいただいて帰ります。 児玉昭君、矢田潔君 ロータリーのゴルフ例会、 雨で欠席しました。 加藤泰一郎君 ミャンマーに行って来ました。アウンサンスーチーさんには会えず、自宅と党本部をみて来ました。 浅井彦治君 今朝の新聞に写真が載りました。 宇佐美三郎君 久し振りの晴天で気分がアップしています。 伊藤祥文君 浅井賢次さんにお世話になり、ありがとうございました。 相羽あつ子君 先回お花をいただいて帰りました。 余郷利彦君、大河内勝彦君、滝川林一君、山本一之君、日比一昭君、服部貴君、片岡鉄君、伊藤幸蔵君 ウィークリーに写真が載りました。 山田勝弘君、河西あつ子君、中野義光君、佐藤敬治君、幅辰雄君、八木秀雄君、佐藤栄一君、城正憲君 その他。     

卓卓卓卓    話話話話    卓話担当：寺田健一君卓話担当：寺田健一君卓話担当：寺田健一君卓話担当：寺田健一君    講講講講        師：津島ライオンズクラブ会長師：津島ライオンズクラブ会長師：津島ライオンズクラブ会長師：津島ライオンズクラブ会長    肥田肥田肥田肥田    正氏正氏正氏正氏    演演演演        題：「人間が考えうること。題：「人間が考えうること。題：「人間が考えうること。題：「人間が考えうること。    それはひるがえってそれはひるがえってそれはひるがえってそれはひるがえって    その考えうる人間にとってその考えうる人間にとってその考えうる人間にとってその考えうる人間にとって    何を意味するか？」何を意味するか？」何を意味するか？」何を意味するか？」    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    難しいタイトルですが、これは埴谷雄高という作家が、『死霊』という未完成の小説の中で、寮に住む高校生に対して、生徒会からのアンケートという形で出された質問です。埴谷さんは、私たちの学生時代には一種マニア的に売れっ子の作家で、特にその評論集は、ずいぶん書店に並んでいました。台湾出身の作家で、視力が極端に悪く、そうした身体的なハンディもその思想にずいぶん影響していたように思われます。さらに、そのいっぷう変わった文体は、太宰治や野坂昭如さんのごとく、目を通せばだれもああ、あの人の文章かとわかるほど独特でしたし、また魅力的でした。 そこで、この見ようによっては不可思議なタイトルですが、思考とはなにか？ 私たちに考える力が与えられてることの不思議さと、また、その考える力に相当の限界があるのは、言ってみれば、思考不能の事柄を、さらに結論不能ながら思考し続けるという矛盾に対して、それをどう処理するのかという問いかけであります。もちろん、考えるのをやめるという選択もあるわけですが、埴谷さんには、それでも考え続けるという決意のあらわれでもあります。なにかの雑誌で、埴谷さんが他の多くの人に交じって、次のような質問に答えてるのを読んだことがあります。 「あなたの理想は？」「思考が存在であるようなそんな形態が望みである」 考えてみれば、さまざまな現象、さまざまな物質に満ち溢れたこの宇宙で、思考という現象はひときわ不可思議な現象であります。すべてが、エネルギーの変化だとすれば、そこでは一体何が起きているのでしょう？ （申し訳ありません。もともと聞かれたから、タイトルだけ申し上げたものの、今回のスピーチは、話す内容を一切考えてないノープランでありました
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ので、実はなにを話したかあんまり覚えてません。私のいわばヨタ話におつきあいいただいたロータリー会員の皆様には、深くお詫びします） 私 4 年前、58 の歳からひょんなきっかけで、合気道の稽古を始めました。そしてまた、ひょんなことから、藤浪中学校の武道場で、藤浪塾（合気道場）の道場長を頼まれました。現在 60 名ほどが、毎週火曜日に汗をながしております。 合気道は、もともと武田惣角という会津藩のお侍が、大東流合気柔術という武術の指導を始めたのが始まりです。背も 150cmに満たない小男だったようです。この人は全国を歩いて柔術の指導をしていたのですが、開拓民として北海道にいた植芝盛平先生が、たまたま、その地に来ていた武田惣角から指導を受けたのが始まりで、のちのち合気道の開祖となられました。余計な話ですが、当時の指導料は法外な金額だったそうです。いま藤浪塾では、月 1500円で指導してます。 話はちょっと変わりますけど、中村天風という方がいます。知ってる人いらっしゃいますかと尋ねましたら、宇佐美さんと、もうおひとり手を挙げられました。ほとんどの方がご存じないようでしたが、ご存じ大佛次郎作「鞍馬天狗」のモデルになった方です。10数年前に、日本経営合理化協会から出版されました『成功の実現』という本がベストセラーになりまして、ずいぶん多くの人が中村天風さんについて書いてます。しかしながら、多くの作者は、はやりのたとえばナポレオンヒルやカーネギーの成功哲学のように、取り上げておりますが、また、一般の読者もタイトルだけ見ればそう見られなくもないのですが、もっと広く幅をもった方であります。その要点は、心はどんな場合でも積極的に把持しなければならない。本人の体験から、「たとへ身に病があっても、心まで病ますまい。たとへ運命に非なるものがあっても心まで悩ますまい」という悲痛とも思える心の叫びを表しておられます。考えるのは心だぞ、手や足じゃ考えられない。逆に心の仕事は考えることだけなんだ。その心はどんな場合でもいいですか、どんな場合でも、それこそ重病になったって、心は積極的でいられるんだ。 この方のお弟子さんに、藤平光一さんという心身統一合気道という流派を立ち上げられた方がいます。藤平さんの技は、心身は統一した状態が一番強いんだ、それは言い換えれば何も余計なことは考えない状態、もっと言えばリラックスした状態。力を入れた状態は弱い、力を抜いた（抜けたではない）体が一番強いという理念で、そうした体の状況を作るところから技の指導をしてらっしゃいました。もっとも、私は植芝先生の合気会で稽古をしてます。 たしか、このあたりまでお話がすすんだところで、時間になってしまいました。おあとがよろしいようで。失礼します。 

 社会奉仕委員会事業社会奉仕委員会事業社会奉仕委員会事業社会奉仕委員会事業     津島市と愛西市のボーイスカウト、ガールスカウトの6 団に、寺田晏章会長より助成金をお渡ししました。津島ＲＣでは、津島市の美化デーにあわせて恒例の「５３０運動」を 5 月 26 日(土)に実施しますが、ボーイスカウト、 ガールスカウトの皆さんにも 参加していただきます。            日本ボーイスカウト愛知連盟 津島第 1団の斉藤公一団委員長 津島第 2団の近藤哲史団委員長 津島第 3 団の安井育代育成会長 愛西第 1団の村上安徳団委員長 ガールスカウト日本連盟 愛知県第 21団の高木貴恵子団委員長 愛知県第 23 団の佐藤瑞子団委員長     その他その他その他その他                                                                                    

↑ 日比一昭 社会奉仕委員長 

司会をやらさせていただきます。 

次回は私も欠席だぁ… 田中正明会場委員 宇佐美三郎親睦 活動委員長 

滝川林一 次年度副会長 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2877 回回回回    ’’’’    12 年年年年 5 月月月月 18 日日日日（金）（金）（金）（金）    卓話担当：伊藤彰浩卓話担当：伊藤彰浩卓話担当：伊藤彰浩卓話担当：伊藤彰浩君君君君    講講講講        師：師：師：師：((((有有有有))))フロム・サーティフロム・サーティフロム・サーティフロム・サーティ代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役        池崎晴美池崎晴美池崎晴美池崎晴美氏氏氏氏    演演演演        題：「題：「題：「題：「心をギュッとつかむ話し方心をギュッとつかむ話し方心をギュッとつかむ話し方心をギュッとつかむ話し方」」」」    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ■■■■広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    5555 月月月月 18181818 日（金）日（金）日（金）日（金）18181818：：：：00000000～～～～    朝日寿し朝日寿し朝日寿し朝日寿し    ■■■■第第第第 2222 回次年度役員理事委員長会議回次年度役員理事委員長会議回次年度役員理事委員長会議回次年度役員理事委員長会議    5555 月月月月 18181818 日（金）日（金）日（金）日（金）18181818：：：：00000000～～～～    朝日寿し朝日寿し朝日寿し朝日寿し        ■■■■あまＲＣ合同ゴルフ会あまＲＣ合同ゴルフ会あまＲＣ合同ゴルフ会あまＲＣ合同ゴルフ会    5555 月月月月 23232323 日（水日（水日（水日（水））））桑名カントリークラブ桑名カントリークラブ桑名カントリークラブ桑名カントリークラブ    

    4 月 26 日（木）、メンバー11 人で桑名ＣＣにてゴルフ部会が行われ、水野憲雄君が優勝しました。 5 月は、あまＲＣとの合同で、５月 23日（水）に開催されます。津島ＲＣは 15名が参加予定。           米山学友だよ米山学友だよ米山学友だよ米山学友だよりりりり    4 月 29～30 日に、2010～11 年度の米山奨学生・喩昊さんが在住する横浜へ、カウンセラーの服部貴君が訪問し、後日、喩昊さんからｅメールで便りが届きました。  津島ロータリークラブの皆様、お元気ですか。 津島ロータリークラブ 2010 年度奨学生のユコーです。 光陰矢のごとし、卒業してもう1年がたちました。現在は、横浜でエンジニアとして頑張っています。 津島ロータリークラブでの1年間では、本当にお世話になりました。ありがとうございます。お陰さまで、楽しい思い出がたくさんできました。 今でも、当時のことを忘れずに、毎日残業後の牛丼に飽きたとき、例会のおいしいウナギ丼を思い出したり、合コンでうまく行かないとき、舞妓遊びに連れてもらったことを思い出したり、常に前向きに頑張っています。 先日、服部さんは横浜に会いに来てくださいました。津島ロータリークラブのことがたくさん聞けて、うれしかったです。皆さんもぜひ、横浜に遊びに来てください。お待ちしております。 では、今後ともよろしくお願いします。               

    2011201120112011～～～～12121212 年度国際大会年度国際大会年度国際大会年度国際大会     タイのバンコクで開催された 2011～12 年度国際大会の 5月 8 日本大会の様子が、インターネットで初めて生中継され、津島ＲＣ事務局でも(日本語版で)見ることができました。            「鷹」「鷹」「鷹」「鷹」     5 月 10 日～16 日はバードウィークです。 佐賀県は、日本でただ一人の“女子高生鷹匠”の石橋美里さんにタカによるカラス駆除事業を委託し、4月 4日の夕方、石橋さんがタカの「桃太郎」を放つと数千羽のカラスの群れが遠くに飛び去り、タカの数回の飛行で鳴き声は聞こえなくなったそうです。佐賀県は「本来の生息場所である山に返すには、追い払うのが最適」と、鷹匠にカラス駆除を依頼しています。 （西日本新聞より）     画・文画・文画・文画・文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三             ランドマークタワー、 中華街、山下公園を 抜けて氷川丸。翌日は 鎌倉の鶴岡八幡宮、建長寺、大仏…と、定番の名所で 45 年ぶりの“修学旅行の復習”をしました。（カウンセラーの服部貴君） 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 優勝 水野  憲雄 44 49 93 8 85 2 位 野々山勝也 53 51 104 16 88 3 位 山本  達彦 49 50 99 10 89 
 


