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 ～ 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 

 世界へのプレゼントになろう 

     
奉仕の理想車を走らせよう!! 
   Let’s drive your ideal car of the service!! 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

慮の事故で亡くなるまでライフワークとしてサグラ

ダ・ファミリアの設計・建築に取り組んだと言われて

います。すでに、グエル公園やカサ・ミラなど歴史に

残る建造物を産み出し、有名建築家となっていました

が、サグラダ・ファミリアの建築に没頭するあまり、

身なりに気を使わなかったため路面電車に轢かれた

時、浮浪者に間違われて手当が遅れて亡くなりまし

た。 

 サグラダ・ファミリアは現在も懸命に建築が続いて

います。私が訪れた2013年には日本人で初めて外尾悦

郎さんが、サグラダ・ファミリアのアートディレク

ターに任命されました。外尾さんは、何かに導かれる

ようにバルセロナにやってきて36年、ずっと心の中で

ガウディの声を聴きながら、彫刻を続けてこられたそ

うです。 

 1980年代には完成までにあと300年はかかると言わ

れたサグラダ・ファミリアですが、最近の入場料収入

の急増やIT技術、3D構造技術解析の進歩によって、ガ

ウディ没後100周年目の2026年に完成するとの公式発

表がされました。 

 ここへきて私は、嬉しいと思うよりも何か残念な気

持ちになりました。ガウディのサグラダ・ファミリア

は未完だからこそ、より味わ

い深く、終わりのない未来を

暗示してくれるような気がす

るからです。何事においても

完璧なものより、少し未完成

なものの方がより味わい深い

と私は思います。 

 何はともあれ2026年にはも

う一度行ってみたいと思って

います。 
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THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：酒井委員 

前回の報告（第２７７０例会） 

平成２８年２月４日(木）  

（中元会長） 

 

（中元会長） 

 2013年にスペイン第二

の都市バルセロナ市のシ

ンボルとも言えるサグラ

ダ・ファミリアを訪れる

機会がありました。サグ

ラダ・ファミリアはカタ

ロニア出身の建築家、ア

ントニ・ガウディの未完

成の作品であります。 

 サグラダ・ファミリア

を日本語に訳すと、聖家

族贖罪教会となり、その名のとおり贖罪、つまり罪

を償うため1882年に建設が始められた教会です。そ

のため建築や運営の費用は個人の寄付に頼らざるを

得ず、観光客が少なかった40年ほど前にはあまり知

られない教会だったようです。ところが、放物線状

の構造を持つアーチや、鐘楼に据えられた自然主義

と抽象主義の混在する彫刻などの大胆な建築様式を

誇るサグラダ・ファミリアの素晴らしさは、しだい

に世界の注目を集めるようになりました。2004年の

統計ではアルハンブラ宮殿やマドリッドのプラド美

術館を抜いてスペインで最も観光客を集めたモニュ

メントとなりました。生前のガウディが実現できた

のは地下聖堂と生誕のファサードと呼ばれる部分で

すが、これらは2005年にユネスコの世界遺産に登録

されました。 

 着任当時、まだ無名だったガウディは1926年に不

点  鐘 

平成２８年２月１８日 第２７７１回 

・後期ＩＤＭの発表 

  発表：上野山 栄作 君・橋本 拓也 君 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  平成２８年２月２５日 第２７７２回 

・会員卓話：脇村 重徳 君 

「渋沢栄一を支えた論語の理念」 

・ソング：「日も風も星も」 
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開催日 

２７７０ Nｏ． 

Be a gift to the world 

Ｒ
Ｉ 

テ
ー
マ 

会長の時間  



２ 

平和と紛争予防／紛争解決月間 

 

（上野山(栄)幹事） 

〇FAXでも通知いたしまし

たが、会員の浦元信さん

がお亡くなりになってい

ます。謹んでお知らせし

ます。 

 通夜は本日７時、葬儀は

明日１１時から、湯浅の

セレモ湯浅で執り行いま

す。理事役員の皆様は立

礼をお願いいたします。 

 

〇ガバナー事務所より 

 1.地区大会選挙人会議の招集通知が届く。２月２

７日１３：３０からルミエール華月殿にて。 

 2.地区大会の登録・返金の完全締め切りについて

の案内が届く。２月５日にて締め切り。 

 3.オンツー・ソウルジャパンナイトご登録の御礼

が届く。 

 4.２６４０地区クラブ社会奉仕委員長会議への出

席の御礼が届く。 

〇東京RC会員の熊平製作所から「抜萃（ばっすい）

の綴り」が届く。皆さんにお配りしています。 

〇有田タイムスより社会青少年奉仕事業の記事記載

（後方掲示） 

〇例会変更 （後方掲示） 

〇２月２日に海南で行われたIM2組の会長幹事会に

上野山英樹ガバナー補佐と会長と共に出席してま

いりました。福井年度のガバナー補佐は柿木さん

から御坊RCの丸山さんになりました。 

〇来週２月１１日は建国記念日につき休会です。 

 

 

 

＊情報・研修委員会（橋爪(正)委員長） 

 本日の後期ＩＤＭ、浦さんの通夜のため、時間変

更しています。タイトですがよろしくお願いしま

す。出欠の変更があればお願いします。 

 

 

 

（應地例会運営委員） 

本日の会員数２７名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２０名 

 （出席規定免除会員７名） 

    ８３．３３％ 

1/21  ８０．７７％ 

MU：なし 

 

 

 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

中元君：会員の皆様、先週桜ヶ丘病院でのローテー

ションデーへの参加、誠にありがとうございまし

た。浦元信さんのご冥福を心よりお祈りいたしま

す。 

上野山(栄)君：入会当所から色々とお世話になった

浦さんのご冥福をお祈り申し上げます。会長、本

日の卓話よろしくお願いします。 

上野山(捷)君：中元会長、本日の卓話ご苦労さまで

す。 

嶋田(崇)君：中元会長、卓話ご苦労様です。 

橋爪(誠)君：中元会長、本日の卓話、勉強させて頂

きます。浦元信様のご冥福をお祈りいたします。 

松村君：中元会長、卓話よろしくお願いします。 

酒井君：先週のローテーションデーで桜ヶ丘病院の

皆様にはお世話になりました。ありがとうござい

ました。中元会長、本日の卓話よろしくお願いい

たします。 

橋本君：中元会長、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

上野山(英)君：中元会長、本日の卓話拝聴させてい

ただきます。 

岩橋君：中元会長、卓話楽しみにしています。 

石垣君：中元会長、卓話楽しみにしています。 

應地君：中元会長、卓話を楽しみにしています。 

橋爪(正)君：中元会長、卓話「良いテーマ」で楽し

みです。 

井上君：先日、次女が四年間の大学生活を終えて

帰ってきました。 

岩本君：先週はローテーションデーに多数の御出席

有難うございました。中元会長の卓話、楽しみに

しています。 

児島君：中元会長、卓話楽しみです。 

宮井君：中元会長、本日の卓話楽しみにしていま

す。 

中村君：浦さんのご冥福をお祈り申し上げます。中

元会長、お忙しい中卓話御苦労様です。 

 

 

 

「私の信じるロータリー」 

 

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 

 

 会員 

  中元 耕一郎 君 



 

１．奉仕の種子  

 私は奉仕の種子の存在を信じます。これは奉仕の

心のもっとも原始的な形で、種子が土壌に植えない

と発芽しないのと同じように、奉仕の種子も人の心

の中に植えないことには発芽し成長しません。 

 また、たとえ奉仕の種子が芽を出し大きく立派な

奉仕の樹に育っても、土壌を耕す、水をやる、肥料

を与えるなどの労力を惜しむと、樹はたちまち弱っ

てくるでしょう。せっかく大きくなった奉仕の樹を

維持するためには、たゆまぬ努力が必要となるので

す。 

 

２．感動 

 台湾の新竹ロータリークラブ創立60周年記念式典

に参加し感動したこと、そして御坊南ロータリーク

ラブ創立40周年記念例会での御坊少年少女合唱団の

一生懸命さと美しい歌声に感動したことは、これか

らもずっと私の心の中に残ることでしょう。感動は

人の心にその出来事を強く深く印象付けるし、感動

することによって新しい活動への意欲が湧きます。  

 奉仕活動から生まれる感動は、奉仕の種をしっか

り相手の心に植え付ける力があるし、きっと自分の

奉仕の樹の肥料ともなるでしょう。 

 

３．奉仕活動 

 今年度のモンゴル留学生への国際奉仕活動、初島

中学におけるラオス留学生との交流事業および職業

紹介事業は、まさしく奉仕の種子を学生達に植える

活動だった思います。 

 

４．国際ロータリーのメッセージの弱さ 

 国際ロータリーから聞こえてくるメッセージ（目

的）の大半は、会員増強とポリオです。会員増強と

ポリオはあくまでも結果であり、ロータリーの目的

ではありません。結果を目的にしたメッセージの大

半は、人の共感を呼ぶことはありません。 

 もちろんロータリーの目的は「奉仕の理念」を育

み奨励することにあります。しかし、「奉仕の理

念」とは哲学的な命題で、メッセージとしては伝わ

りにくい部分が多いのではないでしょうか。 

 「私たちロータリアンは自分たちの職業で世界を

変え良くするんだ‼」 

 「私たちロータリアンは自分たちの奉仕活動で社

会をもっと良くするんだ‼」「さあ頑張ろう‼」とい

うふうな、志があり分かりやすいメッセージを国際

ロータリーに希望したいと考えます。 

 

５．まとめ 

「奉仕の種子を一生懸命に植えよう‼ きっと芽が

出ること信じて」 

「感動を呼び、心を揺さぶる活動をしよう‼」 

「価値ある大切な活動をしよう‼」 

「育てよう、しっかりとした輝く奉仕の樹を‼」 

 

 

私の信じるロータリー 

 目的：人を良くする、社会を良くする 

    世界を変える 

 方法：職業奉仕を始めとする奉仕活動 

 結果：やがて実を結ぶ 

３ 

平和と紛争予防／紛争解決月間 

閉会・点鐘 （中元会長） 

浦 元信 君 
   2016年２月１日 逝去 （享年６５歳） 

 

 

在籍期間  １４年 

（入会2001年7月） 

 

職業分類 

 農機具製造 

 

生年月日 

 1951年1月15日 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

浦元信会員のご冥福を祈り黙とうを行いまし

た。 


