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時と現代人

　6月10日は「時の記念日」でした。

　本年度も終わりに近づき、考えてみま

すと、人生とは、時間を生きることであり

ます。一つひとつの時間の積み重ねが、

人の一生であります。時間とは生命その

ものを身に染みて感じます。

　有限であるから、あらゆる悲しみや切

なさ、嬉しさ、感動を、与えてくれるので

しょう。戦後すぐの寿命が53歳ですから、

現代人の寿命は、1.5倍も長生きになり

ました。

　周りの環境と、医療の進歩です。そし

て今の医療は大量のエネルギーを使い

ますから、エネルギーで寿命を作り出し

ています。また車、ガソリンを燃やすと早

く着けます。エネルギーで自由に使える

時間を作る。コンピューターや携帯電話

もそうです。エネルギーを使えば使うほ

ど、時間が早くなる。

　よく、ネズミの心臓とゾウの心臓を、比

較されます。ネズミの心拍は、一回が0.1

秒で、ゾウでは、3秒も時間がかかります。

体の小さい動物はエネルギーをたくさん

使い活発に働いています。「エネルギー
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　会員増強委員会

　　　　　山田博義委員長
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　クラブ広報委員会

　　　　小谷逸朗委員長
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消費量と、時間の速度とが、比例すると

いう」関係があります。

　時間を考える場合、一つは車やコンピ

ューターのように、時間を早めて、自由

に出来る時間をうみだすもの。もう一つ

は、医療技術による、死んでいたはずの

時間を、生きた時間に返還するもの。環

境を変える、電灯やクーラーもそうです。

　現代人は、これらのお蔭で、たっぷりと

時間が使えるようになりました。

　しかし、時間が早いことにも、長生きに

も、問題があります。

　動物には、それぞれの時間があり、独

自のペースで生きています。そのペース

が、一番暮らしやすいものだと思います。

ところが、現代の時間は、桁違いに早く

なっています。これが大きなストレスとな

って現代人にのしかかってきています。

　私達、生きている時間は、万物共通で

も、いつも同じ速度でもなく、エネルギー

の使い方で変わります。また、性格も違

うし、年齢に応じて変わります。

　ピーター・ドラッカーは「成果をあげる

者は、仕事からスタートしない。

　時間からスタートする。計画からもスタ

ートしない。

　何に時間がとられているかを明らかに

する事からスタートする。

　次に、時間を管理すべき、時間を奪お

うとする非生産的な要求を退ける。

　そして最後に、限られた自由な時間を

大きくまとめる

　成果をあげる為には、時間からスター

トすべきと言うのは、時間が最も不足し

ており、限界のある資源だからでありま

す。それは資金や人の様に新しく調達

したり、雇用したり出来ない上に、簡単

に消滅し、貯蓄できない。また、その代

わりになるものがない。

　ロータリアンとして、公私共に大事な事

は、何を優先させて、ロータリークラブ活

動を展開していただくか、「時の記念日」

に、ちなんで考えてみて下さい。

　最後に「時間こそ有効に管理されなけ

れば、他の何事にも管理されない」。

▼本日例会後、ガバナー補佐をお

迎えしてクラブ協議会を開催します。

▼次年度の親睦活動委員会より、7

月12日に初親睦会を開催します。

京都の知恩院を参拝後、円山公園

内の料亭で親睦会を行います。出

欠を回覧します。多数のご参加を

お待ちしております。

▼林　芳繁・ガバナー補佐

　本日はクラブ協議会におじゃまい

たしますので、よろしくお願いいた

します。一昨年から２年半にわたり

務めさせていただきましたが、いろ

いろとご支援をいただき、ありがとう

ございました。

　当地区ではIMの再編が行われ、

次々年度からは第４組に大阪市内

の４クラブが加わり、会員数650人

の大所帯になる予定です。

　次年度は百済ガバナー補佐をよ

ろしくお願いいたします。

▼藤田　隆司　会員

　ＲＩ会長メッセージは「手を差し伸べ

たいという思いから」というテーマです。

　また「アジアの人々のために」との特

集記事も、ご覧ください。

　講演記録は「地球温暖化の切り札

は？」という内容です。エネルギーに

ついて、考えてみてください。

▼青少年委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　本日PM5:00から、龍華コミセンで

こども食堂を見学します。お時間あ

る方はご参加ください。

「活動報告」

▼職業奉仕委員会・

　　　長竹　浩　委員長

　職業奉仕活動を実践していくためには、

職業奉仕の根本の意味をしっかり理解

する必要があると考え、今年度は職業

奉仕に詳しい方をお招きし、卓話を行っ

ていただきました。

　職業奉仕については、詳しく研究され

ている方でも様々な考え方、とらえ方が

あると思います。そういった方々に広く

お話をうかがった後に会員同士で話し

合う場をつくり、職業奉仕について考え

る一助になれば、と考えました。

　当初は年間で４回を予定していました

が、卓話予定が早々とうまったため、割

り当てが３回となりました。

　まず10月19日、東大阪みどりRCの山

片重房様をお招きしました。収入を求め

る「職業」と、求めない「奉仕」という逆方

向のエネルギーを持つ２つの言葉を重

ねた「職業奉仕」というものについて、こ
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れまでのロータリー活動の歴史などをふ

まえてお話ししていただきました。また 

Vocation  とOccupation の違いを解説し

てくださいました。

　3月8日、井川委員と私で卓話をさせて

いただきました。

　5月24日、岐阜RCで第2630地区のパ

ストガバナー、服部芳樹様をお招きしま

した。「職業奉仕」における理念の変遷

とその普遍性について。一つの奉仕活

動の中には、５大奉仕のいろんな要素

が入っています。職業奉仕は言わば木

の根っこにあたり、その土台の上に他の

奉仕活動があると理解すべきではない

か、とおっしゃていました。また「理念」と

「活動」の２つの意味をきちんと区別して、

実践することの大切さについて語ってい

ただきました。

　例会後の勉強会では、四つのテストに

ついてのお話がありました。最後の質疑

応答では様々な質問が出て、盛り上がり

ました。後日お話したところ「八尾RCは

レベルが高い」とお褒めいただきました。

　例会の卓話と、ベ協会のパワーポイン

トのデータと資料をいただいております

ので、ご入用の方は事務局にお問い合

わせください。

　また、８月に八尾市教育サポートセン

ターの教職員研修「八尾のものづくりを

学ぶ」を実施しました。2、3、5、10年目

の教職員７名が参加、中川將会員の会

社、エスケーオー様を見学させていただ

きました。見学後は中川会員自ら講師を

していただき、出席した先生方も熱心に

メモをとりながら質問しておられました。

▼社会奉仕委員会・

　　　宮川　清　委員長

　今年度、委員会では当初、障害児のラ

グビーやパトライトを検討しましたが、学

校現場からはプロジェクターがほしいと

の要望があり、成法中学校と安中小学

校にプロジェクターを寄贈しました。

　既存の機械が老朽化していたのでこ

のプロジェクターを使用し、安中小では

手話漫才が映し出されました。これを見

て、子どもたちはみんな、手話を学んで

いました。障害者に対する理解が深まっ

たのではないかと思います。

　５月には桂福団治さんによる手話の落

語を、安中小学校３年生の前で行いまし

た。わかりやすい手話で、子供たちも興

味持ってくれました。後日、子どもたちか

らの感想文が届きました。

▼国際奉仕委員会・

　　　稲田　賢二　委員長

　国際理解と友情を深めるため台北東

RCを訪問、例会に参加しました。また笠

井会員のご紹介により、台南の企業を

見学させていただきました。

　フィリピンのサンタマリアRCとの友好交

流復活について、現地訪問を予定して

いましたが、私は都合により欠席させて

いただきました。現地では熱列な歓迎を

受けた、とのことです。

　またロータリー財団にも皆様のご協力

をいただき、ありがとうございました。

　一年間、ご協力ありがとうございました。

　台北東RC訪問は毎年、参加する顔ぶ

れもほぼ同じなので、国際交流を全員

で考える機会を設けるのもいいのではな

いかと思います。

▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　７月にインターアクトの夏期清掃活動と

して、夏の炎天下で玉串川の掃除を行

いました。８月にはインターアクトの海外

研修で、フィリピン・セブ島を訪問しまし

た。金光八尾からも生徒６名と先生１名

が参加しました。

　リーダー研修には市内各校の生徒会

役員ら50人が参加しました。体を使った

アクティビティで、グループでコミュニケ

ーションとりながら取り組みました。

　そして曽爾高原での「自然の中で」に

は今年も、ロータリアンも多数参加して

いただき、ともに活動しました。

　８月下旬には香港からインターアクタ

ーが来日し、交流する機会がありました。

　９月には金光八尾の文化祭、10月に

は秋のRYLAに参加しました。11月の少

年を守る日には、駅前でマスクを配布し

て啓発活動を行いました。またインター

アクトの年次大会も開催されました。

　２月は金光八尾の卒業式、４月は入学

式に出席しました。

　４月のIM第4組ロータリーデーでは、八

尾クラブ代表として活動を発表させてい

ただきました。５月は春のRYLAに参加。

次年度は当クラブがホストを務めます。

　６月にインターアクトの新入生歓迎会

で、生駒登山を行いました。

　最後に本日夕方、こども食堂の見学に

行きます。一年間、ご協力いただきまし

てありがとうございました。

▼山本会長　ＲＩ第２６６０地区ＩＭ第４組

林ガバナー補佐様、百済ガバナー補佐

エレクト様、本日クラブ協議会ご指導の

ほど、よろしくお願い申し上げます！

▼田中副会長　林ガバナー補佐、百

済ガバナー補佐エレクトようこそいら

っしゃいました。例会終了後の新旧ク

ラブ協議会ご出席の皆様よろしくお

願いします。

　

ニ　コ　ニ　コ　箱



▼山陰幹事　林ガバナー補佐、百済

ガバナー補佐エレクトようこそお越し

下さいました。例会後のクラブ協議会

までよろしくお願いいたします。

▼松本会員　林ガバナー補佐、百済

ガバナー補佐エレクトようこそおいで

下さいました。

▼中島会員　誕生内祝い。

▼居相会員　手続要覧ありがとう。

▼寺坂会員　残り２回となりました。ニ

コニコ目標達成ピンチです。強力な

御支援お願い致します。

▼中川（將）会員　林芳繁ガバナー

補佐ようこそ、百済洋一ガバナー補

佐エレクトようこそ。宜しくお願い申し

上げます。例会欠席お詫び。

▼中川（廣）会員　戸田さんの本、あり

がとうございました。

▼山本（勝）会員　早退。

▼菅野会長本日アセンブリーよろしく。

▼稲田会員本日活動報告卓話よろしく。

▼飯田会員　先週ハワイ・イーストホノ

ルルＲＣの例会に出席して来ました。

佐野さん！ハワイのスーパーマーケ

ットでデンタルプロ発見しました。

▼山田会員　良い事が有りました。

▼濱岡会員　残り２回となりました。ニ

コニコ目標ピンチです。

▼奧谷会員　６月１日付で代表取締

役社長を退任し、会長に就任致しま

した。これからもよろしくお願いします。

在籍内祝い。

▼新宮会員　在籍内祝い。

▼長竹会員　卓話宜しく。

▼吉田会員　卓話よろしくお願いします。

▼野村会員　本日はたくさんのご出

席ありがとうございました。

▼西村会員　昨夜は児林さん、ありが

とうございました。戸田さんの本ありが

とうございます。

▼小谷会員　今年度も残り少なくなり

ました。ラストスパートでニコニコよろし

くお願いします。マイロータリーの登

録よろしくお願いします。

▼大槻会員　本を購入させて頂きました。

▼大熊会員素晴らしい出会いの本あ

りがとうございます。例会欠席お詫び。

▼幡田会員　戸田　孝会員の素晴ら

しい出逢いよき師、よき友は人生の宝、

ありがとうございます。

▼相馬会員　戸田パストガバナーの

御本有難うございます。

▼山本（隆）会員　戸田さんの本、あり

がとうございました。

▼藤田会員　戸田さんの本、ありがと

うございます。

八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

5/31

6/7

6/14

会員数

58

58

58

出席

36

39

47

（内出席規定適用免除者）

4

6

8

メークアップ

3

出席率

72.00％

75.00％

87.04％

確定出席率

78.00％

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

新旧合同
理事会

新旧合同
クラブ協議会

本年度
最終例会

国際大会
（アトランタ）～14(水)

ロータリー
親睦活動月間

月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

月
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