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■ 会長／中川 建司 幹事／村角 末義 会報委員長／稲田 正伸 会報副委員長／生尾 雅美
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
Date 2012.6.6

Ｎｏ．1281
＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊
言行はこれに照らしてから
1. 『真実』かどうか
2. みんなに『公平』か
3. 『好意』と『友情』を深めるか
4. みんなの『ため』になるかどうか

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3. ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。
第 1280 回例会報告 （5 月 23 日）

＜本日のプログラム＞
第 1281 回例会／2012 年 6 月 6 日
本日の挨拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까」
（韓国語）
標
語
「Reach Within to Embrace Humanity」

■司会進行

SAA 松川会員

■ロータリー・ソング

SAA

■来賓紹介

SAA 村木会員

本日の卓話ゲスト

邑久光明園 園長
ライフリバー代表
畑野 研太郎 先生
辻本 嘉助 様

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」

国歌斉唱「君が代」
君が代は
千代に 八千代に
さざれ石の いはほとなりて
苔のむすまで
卓

会

友

■出席者報告
第 1280 回例会

SAA 松川 会員
2012 年 5 月 23 日

会員数 36 名
出席数 26 名

話

村木会員

出席率 80.56％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1279 回例会（5/16）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 77.78%
5/17 花原会員
5/21 松川会員

メンバー卓話
「私の副業」
村木 茂 会員

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■会長の時間

会長

中川 建司
2012.5.23

ています。
日本は３６カ国中２１位（２０１１年は１９位）、「安全」や「教
「ＧＤＰ」「ＧＰＩ」「ＧＮＨ」「ＢＬＩ」
育」で最高水準でしたが、「仕事と生活の調和」や「生活の
満足度」などの評価が低かったようです。
GDP
個人消費＋民間投資＋政府の支出－輸出
それぞれ異なったスタンスでの指標ですから、現段階
GPI
では一概にどれが良いとはいえないと思いますが、これ
個 人 消 費 ÷ 所 得 の 不 平 等 の 調 整 （ Income
らの指標を比較して見ていきながら、我々の国や地域
distribution index）
がどのような方向に向いていくのか、そして自分自身が
＋子育てや家事の価値
どこで満足できるのかをよく見ていくのが大切と思われ
＋ボランティア活動（例えば、お年寄りのお世話な
ます。
どの福祉活動）
＋耐久消費財のサービス
＋政府の支出の一部（高速道路、道路の建設）
■６月のバースデーロータリアン
＋純設備投資
－社会的コスト（犯罪、事故、家庭の崩壊、通勤時
間、雇用・余暇時間の喪失など）
６月２０日
岡田会友
－環境コスト（農耕地、湿地などの喪失、公害、汚
６月２３日
大石会員
染など）
６月２６日
川内会員
－世代間のコスト（オゾン層の破壊、森林の喪失な
ど長期的な環境破壊、再生不可能な資源の枯渇、
外国からの借入、耐久消費財のコスト）
通常、経済成長をはかる指標として、ＧＤＰを使うのは皆さ ■東日本大震災義援金報告 ５月２３日 １，０００円
んよくご存じのことと思います。
ＧＤＰ（Gross Domestic Prodact＝国民総生産）はその
伸び率である「経済成長」が「経済の豊かさ」を評価するた
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
めの重要な指標とする考え方は、広く一般に浸透していま
飯原会員、北野会員、山本会員
す。しかし、これからの人口が減少方向へ進む時代のこと
を考えると、国民総生産の総量が増えるというのは見込み
がたいことに思えます。
本日の合計
3,000 円
そこで最近「ＧＰＩ」（Genuin Progress Indecator＝真の
今年度累計
169,000 円
進歩指標）という指標が注目されています。
ＧＰＩには子育てボランティア活動の費用等が付加され、
米
山
ボ ッ ク ス
社会的コストとして犯罪・事故等、環境コストとして公害等
に要する費用が差し引かれます。従って、ＧＤＰと比較する
飯原会員、北野会員、山本会員
とその数字は小さくなりますが、ＧＰＩには「生活の満足度」
や「持続可能性」という観点を含んでいます。
本日の合計
3,000 円
今年度累計
175,000 円
つまり、成長というテーマが継続困難になった今、豊かさ
の着眼点を変え、その豊かさがどれだけ持続可能である
かということを見ていこうというところです。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
また、昨年の秋にブータンの若い国王ご夫妻が来日され
たのは記憶に新しいところですが、ブータンでは「自由、公 ■SAA
生尾 会員
平、健康、安全、生態系から見て国民が幸福であるかどう
北野会員 私のカメラは独りで東京まで行ってき
か 」 で 豊 か さ を 捉 え よ う と す る Ｇ Ｎ Ｈ （ Gross National
ました。様々な人にお世話になりまし
Happiness＝国民総福祉量・満足度）という指標を国を挙
た。
げて開発しようとしています。
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は５月２２日、国民生活の
久富会員 おかげさまで故郷に錦をかざれまし
幸福度を評価した「よりよい暮らし指標（ベター・ライフ・イン
た。親孝行できました。ありがとうござ
デックス＝ＢＬＩ）の最新版を発表しました。ＢＬＩはＧＤＰに
いました。
花原会員 田中さん比良では大変お世話になりま
代わる豊かさを測る指標として、昨年から発表され、トップ
して有難うございました。
は昨年に続きオーストラリアで、ノルウェー、アメリカが続い
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■幹事報告

副幹事

松本 正

い方々のお写真のところでも話させていただいたように、
世界では毎日 1 ドル以下で暮らしておられる方が 8 億人、
１．大阪中央 RC よりニコニコキャンプの案内が届きました。 毎日 2 ドル以下で暮らしておられる方が 30 億人もおられる
皆様のメールボックスへ入れております。
といわれます。こうした人々の人生を、ほんの少しでも良き
２．２月６日に行われました大阪アーバン RC のチャーター ものにしたいと、途上国の同じ志をお持ちの方々と力を合
ナイトの記念誌が届きました。回覧します。
わせて働いていくのが、ライフ・リバーの願いであります。
３．６月の予定表をメールボックスへ配布しました。ご確認く 2011 年には、バングラデシュの私が十年間働いておりま
ださい。
したチャンドラゴナキリスト教病院の外来患者 2179 人、入
４．次週３０日は例会休会です。５月受付担当の会員のみ、 院患者 473 人をサポートさせていただきました。また、マイ
１２時～１２時半までメークアップ受付をよろしくお願い メンシンというところにある障碍者・知的障碍者の方々の働
致します。
きでは 120 人＋αの方々を支援させていただきました。昨
５．本日例会終了後に次年度委員長会議を行います。次 年中の送金額は日本円で合計 416 万円ほどとなりました。
年度委員長の皆様ご参集下さい。
ご協力を心から感謝いたします。
さて、ライフ・リバーのご報告は以上といたしまして、最近
考えていることの中から、「マニュアル社会とボランティアリ
卓 話
ズム」ということについて短く話させていただきたいと思いま
す。現在の病院で働いておりますと、すべての仕事が精細
「ライフ・リバー報告＋
で大量のマニュアルによって動いているように思います。
マニュアル社会とボランティアリズム」
マニュアルによって働くということを見ますと、その働き方は
畑野 研太郎 先生
まるでコンピュータの働き方を思わせます。例えば、するべ
き仕事がコンピュータに入ってきますと、その命令は CPU
（中央演算装置）に入って、CPU は必要なプログラムを呼
び出し演算を行って「結果」を人にわかる形で提示します。
一方、するべき仕事が働いている人に与えられた場合、マ
ニュアルにそって対応し、仕事が完成されます。過去を振
り返ってみますと、どうも仕事の仕方や世界観は、その時
代の代表的なテクノロジーの影響を強く受けてきているよう
です。農業などが基本的な産業であった時代には、簡単
な道具が使用され、集団で仕事をするようなやり方が主流
であったと思われます。世界もそういった沢山の「力＝霊」
によって動かされていると考えられていたし、仕事の上でも
個人の力量によって英雄でありえるし、たくさんの中の一
人でもありえたわけです。手工業時代には、世界の理解も
時計のようなものと思われており、熟練工となるには長い時
間を使って研鑽を積む必要があったでしょう。産業革命の
時代には、チャップリンのモダンタイムスのように、人は歯
車のように働くと思われていたが、しかし情報の流れ（指揮
系統）でいえば大きな格差がありました。その後大型コンピ
ュータの時代が来て、組織や社会全体としては情報の入
力⇒演算⇒結果という流れができたが、それに関わる人々
はまだ特殊な専門性が要求されていました。そして、今の
小型個別コンピュータの時代です。そこでは、先ほど述べ
たように働き方自体が非個性化し、マニュアルを介してまる
でコンピュータの内部で行われているような働き方となって
いるわけです。
マニュアルが必要とされるにはそれなりの理由があります。
新大阪 RC の皆様、いつもお支えをありがとうございます。 まず、サービスが平準化して、誰でもある程度以上のサー
皆様は、ライフ・リバーの最も古いサポーターで、すでにラ ビスが受けられるようになりました。また、迅速な対応が可
イフ・リバーの働きについてはご存じですので、卓話では 能となりました。だたし良い点ばかりではありません。特別
少しお話させていただきましたが、この原稿ではほとんど に良いサービスと出会う可能性は少なくなったように思わ
省略させていただきます。ただ見ていただいた本当に貧し れますし、対応する人が自分で考える必要がなくなり、もの
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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を考えなくなってしまっているように思われるのです。それ
でも、マニュアルは今は絶対に必要なものとなってしまい
ました。それでは、このマニュアル社会の弱点を乗り越える
ためにはどうしたら良いのでしょうか。
私には、このマニュアル社会の弱点を乗り越えるのに必
要なのは、広い意味でのボランティアリズム（あるいはボラ
ンティア・スピリット）だと思えます。RC で、ボランティアリズ
ムの重要性を常に意識しておられる方々には今更のような
話で恐縮です。ボランティアリズムの特徴を上げると、自分
から進んで○○する、喜んで○○するということです。もと
もとボランティアでやるということには、無料でするという意
味はありません。ですから、広い意味でボランティアリズム
が必要ということは、自分の仕事の中でもそうした精神を生
かしていくことが必要ということです。止めようとしても止め
られない思いに動かされて、「ほっておかれへん」と行動す
るのがボランティアなのです。そして最後に、やっていて楽
しいことであるというのもボランティアの特徴なのだと思いま
す。マニュアル社会の中で、自分の職場や生活の場にこ
のボランティアリズムをいかに成長させるかを考えながらこ
れからもやっていきたいものと思っております。
最後に、もう一度、いつに変わらぬライフ・リバーへのご
協力に心から感謝申し上げます。

次回のプログラム

第 1282 回例会／2012 年 6 月 13 日
◆挨 拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까」
（韓国語）
◆ロータリーソング 「それでこそロータリー」
◆卓 話
公開卓話
「Shall we dance? 社交ダンス、魅惑の世界」
ドイダンススクール
代表 土居 靖治・純子夫妻
（卓話時間 14 時まで）

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

本日のメニュー

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

100 万ドルミール
オクラとトマト入りブイヨンスープ
ビーフストロガノフ/バターライス
コーヒー

予定表

月

日
６

曜日
６
９

水
土

１３

水

予定

時間他

第１２８１回 例会 メンバー卓話 「私の副業」 村木会員
～１０（日） 歩こう会「金毘羅大作戦」第１３回 最終回
丸亀～琴平 １０日金刀比羅宮参拝
第１２８２回 例会 「Shall we dance? 社交ダンス・魅惑の世界」

１３：３０～定例理事会
（詳細は月間予定表をご覧下さい）
琴平温泉泊
公開卓話の為例会終了１４時

ドイダンススクール 代表 土居 靖治・純子夫妻

２０

水

第１２８３回 例会 「TPP （環太平洋戦略的経済連携協定）に思う」 鋳方会員
「会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会」 １９：００～ワシントンホテル２F １３：３０～ 絵画クラブレッスン

２７

水

第１２８４回 例会

「１年を振り返って」中川会長・村角幹事及び理事
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/ 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
Miho´s house・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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