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   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

新井 典仁 

＜会長の時間＞ 

「桜とスズメ」～スズメの二つ

の生活集団について～ 

スズメが桜の花を食べる 

・桜が咲けば、メジロ、ヒヨド

リが吸蜜に集まることはよくあります。メジロ、ヒヨドリはスト

ロー状の細長い嘴をしていますが、スズメの嘴は太くて短いので、

花に差し込んで吸蜜するには不適なのです。スズメは桜の花の付

け根の部分をちぎって萼筒をくわえ、蜜腺のあたりを切り取って

中の蜜をなめ、花を捨ててしまうので、花をちぎっては落として

遊んでいるように見えます。ヒヨドリは蜜を吸うだけで花は落と

しません。 

・スズメはこの時期、繁殖期であるも、昆虫などの動物質の餌が

不足することで、都市型の鳥類であるスズメは、多種多様な食物

資源をつまみ食いをしなければ生きていけないわけで、桜の花に

目をつけ食べるように進化していったようです。 

スズメのルーツ“稲作と結びついて拡大” 

・スズメ属の起源はアフリカだろうとのこと。ナイル川沿いに北

上し、中央アジアに入り、①イエスズメは麦作と結びついてヨー

ロッパ、アメリカへ拡大分布、②スズメは稲作と結びついてアジ

アに拡大分布している。 

・日本には弥生時代に稲作と一緒に渡来したといわれ、稲作の拡

大と共に全国に分布していったとのこと。縄文遺跡からはカラス

の骨はしばしば出土するも、スズメの骨は出土しないとのこと。 

・カラスは縄文時代を象徴する鳥であり、人を寄せ付けない聖域

としての鎮守の森をねぐらとしていますが、稲作と結びついたス

ズメは、人の住居環境の中で生活することを選択した弥生時代を

象徴する鳥なのです。 

秋に見かける駅前の街路樹のスズメの大群は突然姿を消します 

・夏から秋の夕方に、駅前のケヤキなどの木に、ねぐらを取りに

何百羽というスズメが修学旅行中の生徒のようにお喋りしてい

たのが、落葉の頃、忽然と姿が消えてしまうのは何故なのだろう

か不思議でありました。昔の人は「雀蛤と化す」といっていたそ

うです。 

・スズメには二つの生活集団があり、一つは人家周辺で巣を作り、

安定して定着生活を送っているグループと、もう一つは親鳥と別

れた若鳥が別の集団を作って、水田地帯で餌をとって、夕方に市

街地の樹木に集団でねぐらをとって生活するグループです。群生

グループ、移動グループ、浮動グループといわれています。定着

グループの空席に若鳥の一部が補充されますが、圧倒的多数は新

天地を求めて 100km も離れた場所に移動するという苛酷な旅に

出て行くのです。 

・スズメの種を維持するためには、定着グループと大量の移動グ

ループが両輪のように支え合っているのです。スズメの寿命は平

均１年半と短命ゆえに、移動（浮動）グループから活発な補給が

なされ、世代交代が促進され、新しい環境への適応も素早くなさ

れるということです。人為的環境変化に柔軟な対応ができるのも、

この二つの生活集団を持っているからだと言われています。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・5月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて 

  1ドル 102円（現行どおり） 

◎ガバナーより 

・標準ロータリークラブ定款 

◎飛騨慈光会後援会より 

・飛騨慈光会後援会 第９回総会のご案内 

日 時  ５月１７日(土)   午後３時より 

場 所  飛騨慈光会 山ゆり福祉会館 1Fホール    

＜受贈誌＞ 

台北市松年福祉會(玉蘭荘だより)、高山・デンバー友好協会 

(通常総会資料) 

 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 38名 12名 50名 50名 100.00％

本日 37名 － 37名 50名 74.00％

 

 

＜本日のプログラム＞ 地区協議会報告 
山下 直哉 
国際ロータリー第2630地区2014 

年地区研修・協議会が4月13日に 

多治見市文化会館で行われました。 

私は新入会員として分科会（職業奉 

仕部門・新会員）に参加してまいり 

ました。新入会員としてロータリー 

を知るには職業奉仕を理解することが大切であるということで

今回、初めて職業奉仕と新会員が合同で分科会が開かれたそうで

す。 

今日は分科会の内容を新会員の私が自分なりに理解したこと

をお話したいと思います。人生、ロータリーの先輩の皆様の前で

恐縮ですが間違って理解していたらあとで突っ込んでください。

よろしくお願いします。 
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ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

では職業奉仕とはなにか？ 

私はロータリークラブに入会して初めて、職業奉仕という言 
葉を耳にしました。この言葉は完全なるロータリー用語であり

辞書には載ってないそうです。職業奉仕を理解する上で３つの

問題点としてまとめたのでお話していきます。 

１・職業奉仕という言葉の問題 

「職業」とはお金を儲ける手段です。私たちが生きていくため

の所得を得る手段であり、これは「自分のためのもの」です。

一方、「奉仕」とは世のため人のためであって、すなわち自分以

外の「人のため」です。このように全く正反対の２つの言葉が

１つになって職業奉仕といっているため非常に解りにくいです。

ロータリーの職業奉仕とは、「職業を営むこと（金を儲けること

が）、世のため人のための奉仕となると言っているのです。ここ

が職業奉仕にとって一番難解な点です。ただこの一点が解らな

ければ永遠の謎になってしまいます。そこで、この問題を理解

するために、職業を営む心も奉仕の心も同じ１つの心であると

思ってください。 

２．職業奉仕と社会奉仕をどのように区別するのか 

非常に誤解を生みやすい言葉があります。それは「自分の職業

を通して社会に奉仕するのが職業奉仕である。」という言葉であ

り、このように思われているかたが非常に多いのです。 

自分の職業を通すが通さまいが、社会に奉仕するのだから、こ

の奉仕活動は社会奉仕です。 

それでは、この中に職業奉仕が含まれていないかというとそう

ではありません。ではどのように区別するのか。それは受益者

が誰であるかということで区別することができます。＜奉仕活

動によって、受益者が自分以外の地域の人々、もしくは地域社

会の場合は「社会奉仕」でありましょう。奉仕活動によって、

受益者が自分自身の場合は「職業奉仕」でありましょう＞ 

３．職業奉仕の実践 

ロータリーの例会は食事をするために出席するのではありませ

ん。卓話を聞くために出席し、卓話を聞いて職業倫理を学ぶの

です。 

以上が職業奉仕とは何かとの話です。この３つの問題点を理解

していただいたならば、職業奉仕の基礎的な考え方はほぼ理解

できるのではないかと思います。 

 
鴻野 幸泰 
従来の地区協議会が今回は

地区研修協議会の名称で多治

見市にて行われました。 

はじめに全体会議があり、

2014－2015 年度地区ガバナ

ーの石垣智康さんのスピーチ

がありました。来年度のテー

マは『Light up Rotary ～ロータリーに輝きを～』です。「世界

の120万人の仲間がキャンドルに灯をともせば大きな力になる。

これによってロータリーは輝く。どのような灯をともすかはロ

ータリアンなら誰でも分かっているはずである」次期RI会長ゲ

イリーCKホアンさんのスピーチです。そして第2630地区の地区

活動方針のテーマは『耳を傾けロータリーに活力を』です。 

第二部では分科会があり、私は次期社会奉仕委員長ですので

次期国際奉仕委員長の平さんと次期環境保全委員長の塚本さん

と同じグループでの研修でした。 

はじめに地区の次期社会奉仕部門委員長の濱田直美さんから

来年度の活動計画｢時代に合った地域が求めている社会奉仕活

動へのチャレンジの啓蒙｣ということでの説明がありました。次

に長良川ロータリークラブから「石巻に桜を咲かせよう」、岐阜

南ロータリークラブからは「地域防災のお手伝い～防災マップ

作り～｣、中津川ロータリークラブからは「防災運動会｣、津ロ

ータリークラブからは「さかな放流事業」の実践報告がありま

した。 

全体会議と分科会、大変有意義な研修を受ける事が出来まし

た。誠にありがとうございました。 

 

 

小田 博司 
4月13日（日）午前７時4 0-

分予定の定刻に、市役所前を

出発、9時40分多治見市文化

会館のメイン会場に到着。点

鐘時間までの時間調整のため、

多治見市陶磁器祭り会場へ、

運動を兼ねてのウォーキング。約20分の祭り会場滞在となりま

した。ある店に入ったら、脇本さんは数多く値札の半額（半値

が正札かもしれません）で数万円以下の土産を購入､私は､いい

ものと中皿を手にとったら､脇本さんも「いいな」と言われたの

で､その中皿を１個を買ってしまいました､妻に叱られました。 

午後12時、石垣ガバナーエレクﾄの点鐘で開催されました。 

・ガバナー挨拶・現伏報告 

過去15年、会員は、減員している、1クラブ1名の計82名の

増員達成を目指したい。退会を防止し会員数を維持したい。 

 米山奨学、ロータ'リー財団への寄付の要請 

 当2630地区の米山奨学への寄付総額は、30番目である。 

・村橋次斯研修委員長 ｢地区を成功に導くリーダーシップ｣ 

 主要テーマ 

 １ 会員の増強 

 ２ ポリオ撲滅 

３ ＲＩ会長提唱の ロータリーの日 を設けて活動する 

五大奉仕 クラブ奉仕 職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕 青少年育成 

・石垣次期ガバナー   次期RIテーマ 地区活動指針 

次期RI会長 3月号に記事があります。手元にある方は見て

見ましょう。台湾台北クラブ ゲイリーCK ホアンさん「ロータ

リーに輝きを」 

 ロータリーの思想は、孔子の教えと重なる。「自分の行いを正

しく、家庭を整えて、国家を治めて天下が平和となる」奉仕精

神、責任の重視、家族や他者の尊重の思想はロータリーの価値

観と重なる。 

奉仕を人々と分ちあい、クラブをより強力なものして、地域

でロータリーの存在感を高めて「ロータリーに輝きを」もたら

す活動を進めて欲しい 

 新しいアイデア、アプローチで会員の増強 

 地域でロータリーデーを開催して周知しよう 

 新人会員の入会理由、退会理由を検討しよう 

 多忙な人、幼子がいる人がロータリーを魅力に感じるには、

何をすればいいか考えよう。 

・地区活動方針｢耳を傾け ロータリーに活力を｣ 

・分科会 … セラミックパークヘバスで移飲して参加、往復移

動の時間が気になりました。 

新世代部門委員会分科会 
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ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

インターアクト小委員会、ローターアクト、交換学生小委 

員会、青少年育成 

どの委員会報告も目新しい内容の報告ではなかったと思いま 

す。各委員会委員の紹介とこの一年間の活動報告でした。 

 これからの活動に於いて、ロータリーとして、どのような内

容の活動に発展させ、どのような対応をして実践して行ったら

奉仕活動になるのではと考えるのであるが見えてこないのが現

実です。 

 次期青少年育成委員担当として参加しましたが、会場は少し

寒くて、永家委員長は、会長エレクト、AG、CC 会議に出席のた

め不在で、終了の時間が待ち遠しく感じました。 

 

 
＜ニコニコボックス＞ 
●山下 明さん 

本日のプログラムは地区協議会報告です。山下直哉さん、鴻野 

さん、小田さん、ご報告よろしくお願いします。 

●寺田 昌平さん 

・本日のプログラムは地区協議会報告です。山下さん、鴻野さ 

ん、小田さん、よろしくお願いします。楽しみにしています。 

・明日4月26日土曜午後6時から宝生閣においてクラブ協議会 

です。関係会員の皆様よろしくお願いいたします。井辺社長 

さん配慮いただき御礼申し上げます。 

●会長エレクト 田中 武さん、副幹事 門前 庄次郎さん 

本日は地区協議会の報告です。山下さん、鴻野さん、小田さん、 

よろしくお願いします。学んだことを存分に発表お願いします。 

●挟土 貞吉さん 

明日のクラブ協議会、出張のため欠席します。田中エレクト門

前副幹事さんゴメンなさい。 

●田中 晶洋さん 

今月16日の結婚記念日にはお祝いの品を頂きありがとうござい

ました。知らぬ間に結婚してから 20 年も経ってしまいました。

子供達の手も離れつつありますので、これから益々夫婦仲良く

やって行きたいと思います。 

●折茂 謙一さん 

先日東京で行われた日本脳科学学会に出席しました。夜は医学

部 5 年生となった四女と新宿で食事をしました。少しずつ医者

の卵らしくなる娘と楽しいひと時でした。 

●下屋 勝比古さん 

不覚にも椎間板ヘルニアを発症し４日間の寝たきりを経て、よ 

うやく世間に出ました。しばらく見苦しい歩行でスミマセン。 

●堀川 和士さん 

一昨日、山下直哉さんら3人で富山湾沖釣りに行って来ました。 

真鯛釣りは時期尚早であると期待は薄かったのですが、シーズ 

ン初、大真鯛80cm、70 cm、黒ソイ50 cm３匹の大漁でした。こ 

いつは春から縁起がええわい、とニッコニコです。今晩3家族 

で船長料理ほり川で、鯛づくしパーティーです。 

●新井 典仁さん 

私事で恐縮ですが、本日ＰＴＡの総会があり１時で早退させて 

頂きます。 
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