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インスピレーションになろう
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ホームページ：http://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ「もっとエモーショナルなクラブへ」

（２ページへ続く）

奉仕の理想 冬の星座

〈第1621回〉 2019年2月19日（火） 本年度第25回 2月26日（火）

担当：山本会長

（２ページへ続く）

平和と紛争予防/紛争解決月間

担当：浮舟会員

職業教育の取組
第4回出席強化イベント例会
進化する自動車技術と激化する
覇権争い

前回、二宮尊徳を称賛したGHQ高官、ダニエル・
C・インボーデン少佐と、彼の論文「二宮尊徳を語
る 新生日本は尊徳の再認識を必要とする」を取り
上げました。論文の中でインボーデン少佐は、尊
徳は世界の民主主義の英雄・偉人と同等の大人物
であり、報徳の教えとアメリカ独立宣言書の核心は
同じである、と書いていることをご紹介しました。
今日は、その論文の中身を更にみていきたいと思
います。

⑤「人は自分の我を尊ばんとするならば、まず、第
一に他人の我を尊ばねばならない。自由とはそう
したものなのである。真の自由主義とは、奉仕と
犠牲の精神に燃えて、しかも真理のためには一
歩も譲らない人をいうのである」

⑥「尊徳の教えは、前々もいった如く、あなた方日
本の青年男女諸君の耳に、たこが出来るほど
聞き飽きた、古臭い、陳腐なお説教と響くかも
しれない。若い人達は、いつでも何か新しいも
の新しいものと目を走らせ、耳をそばだてたが
るものである。だが、もし、あなた方が熱心に真
理を求める人であるなら、いやしくも真理に関
しては、婦人服の流行のように、新しいとか、流
行外れだとかいうことはない。真理というもの
は、時代を超越して、つねに、しかも永遠に、生
々とした力をもっていることを知るだろう」

⑦「尊徳の事業は、その精神において深遠なもの
であったが、武士に非ずんば人に非ずとされた
封建時代に農夫と生れ、農夫として立ったた
め、後で大小の藩から財政建直しの顧問や、指
導者として起用されたが、その手腕を大きく存
分に振ったとはいえない。しかし、彼の人格と
遺志は、全国日本人の間にまだ残っているはず
である。彼が数ヶ町村、或は二三の藩の復興に
試みた方法を、今日拡大発展させ、あなた方の

二宮尊徳が実践した、
　　報徳を以ってロータリーを理解する⑱
                  ダニエル・C・インボーデン少佐　－その2－



（１ページより）

￥38，０００.-　　　　累計　￥612，０００.-

￥3，０００.-　　　　累計　￥209，０００.-

西 野 会 員 先日の新年夜例会を当やまとで行
なって頂きまして有難うございまし
た。今後共宜しく。

笛 吹 会 員 先日は新年会を楽しく過ごすことが
でき、有難うございました。

木 村 会 員 西野様、新年会有難うございまし
た。当日早退しました。申し訳ござ
いませんでした。

田 中 会 員 先週の新年例会、西野会員の「やま
と」で非常においしく鍋をつつかし
て頂きありがとうございました。

山 崎 会 員 前回、前々回、インフルエンザで欠
席のお詫び。水間職業奉仕委員長、
中村35周年副委員長、ご迷惑をお
掛けしました。

中 村 会 員 42 回目の結婚記念、在籍 32 年 自
祝。後何年続けられますことやら！

p.3 ＲＩ会長メッセージが掲載されていま
すので一読願います。

p.7-11 『月間特集』として『平和と紛争予防/
紛争解決月間』特集として、難民問題
を取り上げています。

p.16-19 『米山梅吉の人柄』がふれています並
びに今年は静岡県長泉町で米山梅吉
記念館創立50周年を記念して開催さ
れた記事も掲載されています。

p.24-25 ＲＩ会長への道の記事が掲載されて
います。

p.22-31 【ロータリーアットワーク】今月は３ク
ラブの投稿が掲載されました。

p.20-21 いつものように『俳壇』・『歌壇』・『柳
壇』がクラブ会員並びに家族の皆様に
も数多く投稿され選出されていますの
でお読みください。

【縦組記事】

【横組記事】

p.5 2月23日は、『ロータリー創立記念日』
です。

菊 井 会 員 息子、菊井翼が結婚しました。かわ
いい嫁さんです。初孫が楽しみで
す。自祝。

清 水 会 員 ホームクラブ10回連続出席　自祝。
山本（良）会員 2週欠席のお詫び。

02月05日（火） 現次年度理事会  サファイアルーム
02月12日（火） 休会
02月16日（土） 地区R財団補助金セミナー
02月17日（日） 創立35周年記念　アーモンドの森

植樹式
02月23日（土） R創立記念日・世界理解と平和の日
02月26日（火） 第４回 出席強化イベント例会

幹事：源 壽美子幹事報告

*本日、確定申告用の米山奨学会、R財団の寄付金額
領収証をBOXにお入れしています。再発行されません
ので、無くさないようにお願い致します。

2019年2月号『ロータリーの友』の記事を紹介
いたします。

祖国日本再建のため用いることは、あなた方の義
務であると同時に権利でもあろう。三百年にわた
る、かの徳川封建時代の暗雲を高く貫き、ひとり富
士のごとくに孤高を描く尊徳二宮金次郎こそは、
日本の現状において再認識さるべき第一の偉人
であると私は考える」は、時代を超越して、つねに、
しかも永遠に、生々とした力をもっていることを知
るだろう」
この論文は、雑誌「青年」の中で発表されたもの
です。雑誌のタイトルから、また文面からも日本の
若者へ向けたメッセージであることを窺い知るこ
とができます。インボーデン少佐は、日本の次世代
を担う当時の若者に対し、尊徳に学ぶことの重要
性を説いています。また、真理というものは、時代
を超越したものと指摘しています。これは、そのま
まロータリーにも言えることだと思います。もし、イ
ンボーデン少佐にロータリーを語らせたら何と
言っただろうか？ここからは私の勝手な想像です。
少佐曰く「ロータリーの真理は、時代を超越したも
のであり、従って、職業奉仕をはじめとする、ロータ
リーの伝統的価値観の核心がガラパゴス化するこ
となどない。枝葉の部分を時代に適応させること
はあっても、幹の部分は普遍的である」と言うのか
な、と個人的には思います。　つづく

委員長：巽　健一会報・雑誌委員会報告



日本人から見て中国人は、活発で商売上手とイ
メージ、いい加減で煩いというイメージ、油断がな
らないというイメージ等様々な中国人のイメージが
ありますが、全て当たっています。日本人は、賢い
人と愚かな人は、一定の標準値内に入るが、中国
は日本よりも非常に賢い人がいるかと思うと、信じ
られないほど愚かな人もいて、幅が大きい。

先月、中国の山奥で、バスに乗車したおばさんが、
下車したい駅をうっかり乗り過ごし、途中で下して
くれと運転手に頼んだが、聞いてくれない、それ
に激昂したおばさんが運転手の頭を殴って襲い掛
かり、運転手も怒って反撃に出て、二人が取っ組
み合いになり、バスが谷間に転落し、乗客が 10
人ほど死亡するという事故がありました。馬鹿馬鹿
しい愚かさですが、中国では十分にありえます。
中国人だけの 200 人ほどの企業で中国人に近い生
活をしている日本人のある副社長は、苦労した人だ
が、若い時に中国人に騙されて、上海の観光地に
作ったレストランを取られ、借金生活で自殺を図っ
た。しかし、その逆境の時に偶然に会った中国人
の友人が、１千万円をポンと気軽に貸してくれて、
彼は再起することができた。彼の人生を奪いかかっ
たのも、救ったのも中国人です。

中国人は自己主張がはっきりしています。個人の
利害が絶対優先です。一番大切なものは、己であ
り、次に親類であり、三番目が友人であり、社会
や共同体などは、重要でない。己の利益を求め、
生き方が挑戦的である。日本人は、村社会であり、
社会ルールや共同体（会社、組織）を大切にする。
しかし、周囲や世間を気にしすぎて、行動が慎重
です。
中国人は多様なものが入り混じっており、個人を
優先するのは、歴史的に多くの民族と文化を内包
し、それが激しい興亡の上に展開し、信じられる
ものが己しかないという背景によります。ヨーロッ
パと中国は、ほぼ同じ大きさです。ヨーロッパの中

2月5日【1620回】

会員数　 　 　 　 33名

（内出席規定免除 11名）

出席会員   22名中  17名

出席免除会員  11名中  6名

出 席 率 23/28  82.14%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 23名

前々回  1/22  Ｍ/Ｕ 5名

修正出席率 68.96%

担当：秀島会員

にスイス人、イタリア人、イギリス人、スウェーデン
人など多様な民族が多数の言葉を使っている、中国
も同様です。中国人という人種はありません。中国
地域に住む人々を中国人と言っています。欧州も、
ローマが統一したり、フランク王国が統一したり、
あるいはナポレオンが統一したりして、一国になっ
た時もあるけれど、結局は崩壊して今は多数の小国
に戻りました。しかし、中国の場合は秦の始皇帝以
降、次 と々王朝が変わりながらも拡大統合を続け、
維持され多数の民族を含みながら統一国家が続い
ています。
中国のテレビは全部　北京語（標準語）の字幕が
入っています。言葉が地域ごとに違い、耳で聞いても
わからない人が沢山いるので、標準語の字幕を使っ
ています。

料理は民族文化の象徴ですが、中国には北京料理
とか四川とか上海とか広東、４つに大別され、内容は
全く違います。中国は　地域によって体つきも性格
も違います。

私は、中国滞在中に、幸いに良い方の多くの中国
人達と友人になりました。親しくなれば、日本人以上
に個人間の結びつきは強く、家族ぐるみの付き合い
になります。親切にしてもらいました・日本のマスコ
ミが報道するイメージより、中国人は日本人に対して
良い感情を持っています。今後、益々、中国人の観光
客が増えてくると思いますが、温かい目で見て頂けれ
ばと思っています。

卓  話

中国人とは？

担当：笛吹会員




