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２０１４年５月９日（金）第２１８３回（５月第１例会）
会と懇親会をクラブの店内で行うことはいろいろ
問題もあり、例会は錦三のホテルですまして、懇
親会はクラブに移動しておこなわれ、とても活気
のある例会になり、私としても初めての経験でし
たので良い思い出となりました。今年度は多くの
入会者がありこれからは新しい力で活気ある楽し
いロータリー例会活動が行われますようにお願い
して終わります、ありがとうございました。
幹事報告
◎例会変更の案内
名古屋丸の内
ＲＣ

先週の記録
会長挨拶
副会長
大橋完一君
屋嘉比年度での会長代理挨拶は今日で最後となり
ます。
本日は私が春日井 RC に入会して数十年になりま
すので
これまでの思い出、と印象に残っているロータリ
ー活動の話をさせていただきます。たしか入会し
た頃はいろいろな部会が（囲碁、写真、謡曲、ゴ
ルフ等）あり小額ですが予算が付いてた記憶があ
り部会活動も活発に行われていました。そして今
でも行われています家族旅行、職場例会、夜間例
会とか年間行事などがあります。私が特に印象に
残っている例会は小牧の三菱重工での職場例会で
す、目の前で航空機の部品製造の現場をみること
ができたことがうれしくその時のことは今でも鮮
明に覚えています。
そして夜間例会の思い出は伊藤正之会長年度で行
われた名古屋錦三丁目のクラブを貸し切っての持
ち出し例会がとても楽しかったです、さすがに例
雑誌月間
例 ５月１６日（金）
会 家族会 ８；４５集合
予 伊勢方面
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合同例会の為

◎ビジター紹介
○名古屋大須ＲＣ
出席報告
会員 58 名
先々週の修正出席

５月３０日（金）
祝福
卓話 太田弘道君
卓話 亀谷鉦一君

会長
屋嘉比良夫君
春日井和良君
委員長
欠席名 21
欠席 0 名

伊藤 一裕君
出席率 78％
出席率 100%

６月７日（金）
理事役員会 11：３０
卓話
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ニコボックス報告
委員長 成瀬 浩康君
○本日、お世話になります。
名古屋大須 RC 春日井和良君
○誕生月に卓話を担当させて頂く喜びで。
中島
泉君
○中島先生のお話を楽しみにしています。
近藤 太門君
○ロータリーの森、緑が美しくなりました。
GW に一度お出かけください。 早川 八郎君
○結婚記念を頂いて。
加藤
茂君
○ドラゴンズ五割復帰を祈念して。青山 博徳君
○お釣りがないということで多額を納めさせてい
ただきます。
加藤久仁明君
○卓話を聞く喜びで。
足立 治夫君
浅井 瀧治君
磯野 俊雄君
伊藤 一裕君
小川
長君
太田 弘道君
岡田 義邦君
岡嶋 良樹君
亀谷 鉦一君
風岡 保広君
北
健司君
志水ひろみ君
芝田 貴之君
社本 太郎君
宅間 秀順君
林
憲正君
速水 敬志君
蓮野 美廣君
場々大刀雄君
古屋 義夫君
屋嘉比良夫君
山田
治君
山田 倫章君
和田 了司君
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君

卓話
中島
泉君
人間のルーツに「奉仕の心」の源流を探る
岩田先生と入れ替わって「大学」枠で春日井ロー
タリーの一員とさせていただいてから３年近くの
月日が流れました。この間、勤め先での日常の業
務との関係もありロータリー会員としてあまりお
役にたっておりません。しかし、会のはじめに斉
唱するロータリーソングのもとで門前の小僧が習
わぬ経を読み、ロータリーの「奉仕の心」の重要
性は自分なりに理解できるようになりました。
最近、ある市民向けのセミナーで、医学・生物学
の専門の立場から、ポール・ゴーギャンの「われ
われはどこからきたのか、われわれは何者か、わ
れわれはどこへいくのか」と題する絵画のタイト
ルに因んで、
「人間のルーツ」
について一つの考え
をお話しする機会があり、
その折に、
「人間のルー
ツ」の中に「奉仕の心」の源流を感ずるところが
ありました。本日はこのことについてお話させて

いただきます。本日のお話の傍ら、何年も前に世
界の各地でカメラに収めた情景の内、本日のお話
とイメージがつながると思われる何枚かを見てい
ただきます。その中に、自然とヒトの「心」
、そし
てヒトの文化が「いのち」のしなやかな秩序のも
とに調和する様を見ていただければと思います。
さて、私どもヒトを含めて「いのち」はすべて水
の中で誕生しました。
やや専門的にはなりますが、
「いのち」の基本単位
である細胞のつくりを見てみますと、脂肪ででき
た細胞の膜に囲まれた水空間の中で、環境との間
の物質交換による秩序ある連続的な物質代謝が
「いのち」の本質であるといえます。
「いのち」のこの「秩序」を設計しているのが遺
伝子、もっと一般的にはゲノムまたは DNA です。
ところで「いのち」の秩序とはどのようなもので
しょうか。エジプトのピラミッドにどのような本
来の意味があるかわかりませんが、頂点に向かっ
て階層的に積み上がるピラミッドのつくりは「い
のち」の秩序の基本を連想させます。このつくり
を「いのち」の本体である身体のしくみにあては
めてみますと、底辺にある遺伝子（DNA）の暗号に
従ってアミノ酸の配列が定まり、これによってタ
ンパク質の種類が決定されます。幾種類かのタン
パク質が集まって細胞がつくられ、細胞が集まっ
て組織・臓器がつくられ、その頂点に全体を統括
する脳が置かれてピラミッド状の秩序が完成しま
す。同じようなピラミッド状の秩序が人間の「心」
や人間の「社会」にも見られることから、ヒトが
誕生したことで「いのち」の新たな世界が生まれ
たのではないかというのが本日のお話の要点です。
「いのち」は、３８億年という長い時間をかけて
より高くより大きなピラミッド構造を持つ「いの
ち」へと進化しました。バクテリアのような単細
胞の「いのち」から始まり、多細胞の動物や植物
が生まれ、
さらに恐竜が誕生した流れがそれです。
進化は、今から２０万年前に人間＝ホモ・サピエ
ンスを誕生させました。この進化の本質は何でし
ょうか。ヒトの姿を超えたヒト「心」の誕生こそ
が、
ヒト誕生の本来の意味であるように思います。
ヒト「心」の特徴は、身体のつくりと同等または
それ以上に高度の秩序を持つことですが、この
「心」の秩序を設計しているのが、身体を設計す
る DNA 相同の役割を果たすヒトの言語とこれを操
る「考える力」です。ゲノムとヒト言語はともに。
高次のピラミッド状の秩序を創る高次暗号として
働きます。ヒト言語の場合、音声や文字を基本暗
号として単語がつくられ、
「考える力」
のもとで単
語が集まって文がつくられ、文が集まって一つの
まとまりのある考えあるいは書物がつくられます。
ヒト「心」は、秩序あるヒト文化をつくりあげて
きました。宇宙に浮かぶ秩序の島を「いのち」と

考えるとすれば、ヒトの誕生は、それまで目でみ
える身体としてのみ存在した「いのち」の世界か
ら、目でみることができない「心」の世界に新た
に広がることを可能にしました。この新しい「い
のち」の世界は、秩序ある「心の文化」とそのも
とでの「道具の文化」を創造しました。
ここで最も重要なのは、秩序あるヒト「心」は一
人の人間の中だけでつくられることは決してない
という点です。直接の会話や読書等によるコミュ
ニケーション、あるいは教育・学習を通してヒト
は世代を超えた多数のヒトとヒト集団、すなわち
ヒト社会の中で情報を共有する中で一人ひとりの
ヒトの「心」がつくられます。したがって、ヒト
「心」が創られるための必須要件がヒトとヒトと
の「心」のレベルでのつながりであることになり
ます。言い換えますと、ヒトとヒトとが「心」に
おいてつながりあうヒト社会が存在しなければ、
ヒト「心」もヒト文化も存在しません。
ヒト「心」とヒト文化を生み出すヒト社会が存在
する上で欠かせないのが、ヒトとヒトを接着する
「人間性」あるいは「人間愛」であることになり
ます。
ヒトのルーツの根底にある、ヒトとヒトの「心」
におけるつながりの要となる「人間愛」こそが、
ヒトがそれぞれ異なる職業のもとで異なる役割を
担うヒト社会の中で「他に良かれ」と願うロータ
リーの「奉仕の心」のまさに源流ではないかと考
えるものです。
本日のお話をまとめさせていただきます。ゴーギ
ャンの絵画にある「われわれはどこからきたか」
への答として、秩序の小島が３８億年の時の流れ
の中で進化しヒトが誕生したこと、「われわれは
何者か」の答えとして、新たな「いのち」の世界
ともいえる秩序ある、あるいは秩序をつくる「心」
が創ったヒト文化とヒト社会の担い手であること、
「われわれはどこにいくのか」
、この答えが一番難
しいのですが、「奉仕の心」に代表される
「人間愛」
に支えられて多くのヒトが「心」においてつなが
り合い、支え合って持続する発展をめざすこと、
とさせていただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。

卓話

中島

泉君

台湾と韓国の姉妹提携ロータリークラブへ
贈呈する４５周年記念品の紹介

ジャリーン・ケイト
あしながおじさん 近藤 太門君
一通目
最近私に起こったことは、より多くの機会に恵ま
れたということです。一つは、演劇で「ミスサイ
ゴン」に選ばれたこと、次が物語分析で最高得点
をとったことです。私は、最も積極的に回答する
学生の一人にも選ばれました。また、グループの
仲間と文化的舞踊の最高得点をとり、最優秀ダン
サーの一人にも選ばれました。最近？物事が変わ
って・・本当に変わりました。奨学金はたいてい
本当に必要な勉強に使っています。これとは別に
買ったものの支払に使っています。私が参加して
いるそれぞれの組織の制服のお金を支払わなけれ
ばならないので、沢山の支払があります。
今は、
年鑑や百科事典のような本を読んでいます。
私は、全編が欲しいのですが、本当に高額になっ
てしまい不可能なので、他のクラスメートからそ
れを借りるだけです。とーっても興味深いので読
んでいます。
私がすきな日本のアニメは「ナルト疾風伝」
です。
ここでもう一度、あしながおじさんにありがとう
と言いたいです。そして、私がどんなふうにこの
手紙を書いているか気になるかもしれませんが、
ただ勇気なのです。それは感謝の気持ちを伝える
勇気。あしながおじさん、こんな機会をくださり
本当にありがとうございます。私はこの奨学金と
ともに私の旅をつづけられることを願っています。

二通目
私はただ、健康的な生活と、私の父が病気を治療
することを望んでいます。でも、もし学問につい
て言ってもいいなら、わたしは高速ネットワーク
が必要です。いつでもそれを使って宿題をし、行
事や調べものができるので。近い将来、私は会計
の仕事に就きたいと考えています。これは、私が
お金のことが好きという意味ではなくて、わたし
はいかにお金を節約して、使うべき正しいときを
知りたいのです。わたしは、私自身のためだけで

なく、周りの人達の助けになりたいのです。そし
て彼らにも、どうやってお金を使うべきか知って
ほしいのです。でも、もし 2 つの選択肢があるの
であれば、わたしは企業家になりたいです。何故
って？わたしはお母さんがかなえられなかった夢
を追いたいからです。わたしは、お母さんが好き
な縫い物の事業をお母さんに贈りたいのです。
学校では、たくさんの友達を見つけました。でも
こうした人々は本当につよく心に刻み込まれてい
ます。ジャスティン、クリスゼリア、アンドレヴ
ィア、ダファンそしてエジル。私の友達をすこし
紹介させてくださいね。
ジャスティンは学校の SSG 事務員です。学生の
トップに立ち、メガネをしています。次はクリス
ゼリアです。DIBC メンバーの音楽家で、物静か
で、数学の問題の天才です。エジルは素晴らしい
歌手であり、ダンサーであり、女優です。アンド
レヴィアはゴージャスですが、他の学校へ転校し
てしまいました。でも、いまでの連絡をとってい
ます。ダファンはインド人顔で、陽気な子で、素
晴らしい歌手ですが、彼女も転校し今でも連絡を
取っています。
フィリピン人学生として、今日多くの人が病気で
なくなっているので、健康で貢献したいです。ま
た、わたしは良い環境が健康に良いと信じている
ので、健全な環境づくりにも貢献したいです。
私は、
日本という国は良い環境にあると思います。
きれいな空気、素敵な景色、そして良い仕事に就
ける多くの機会のある良い国です。
毎晩、私はあしながおじさんが、背が高く、色が
白く、美形で 43 歳くらいだと想像してるんです
よ。わたしの勝手な意見ですけどね。

