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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 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

が赤や青や緑の極彩色の美し

い色に塗られています。ただ

し、写真で見るのと実物を見る

のとでは色の濃さが随分違い

ます。写真ではとても鮮やかに

見えますが、実物を見ますと淡

いピンク、水色、薄緑にしか見

えません。明るいところで見ま

すとより薄く見えます。 

 このことを思い出したのはこ

の日曜日に京都市立美術館で展覧会を見たからです。伊

藤若冲の展覧会です。県立近代美術館友の会役員の岩

橋さんや脇村さんにお世話していただきまして見に行くこ

とが出来ました。伊藤若冲は江戸時代の画家です。300年

前に京都の錦市場の野菜などを扱う商家に生まれました。

色鮮やかな絵画が有名です。水墨画や版画、襖絵、寺の

天井の絵などもありました。薄暗い美術館の中で彩色され

た絵を見ても鶏の真っ赤な鶏冠だけが目に入りその他の

色は気をつけて見ないとよくわかりません。しかしながら同

じ絵を写真でみますといろいろな色がよく見えてきます。 

 私が色について関心を持ったきっかけは住宅会社に勤

務しておりましたころに住宅の内装についての講習会を受

けたことでした。インテリアコーディネーターという人の話の

中で色の組み合わせ方で部屋の雰囲気が変わりそこにい

る人の心の状態も変わってくるということを聞きました。穏

やかな気分になる部屋、活動的な気分になる部屋、など

です。その後、靴を扱う仕事でも色はとても大事な要素で

した。特にベージュ色の婦人靴を仕入れる時は細心の注

意が必要です。ベージュと言っても実に様々な色がありま

す。黄色味を帯びたり、赤みがかっていたり、緑色が混

じっていたりです。 

 色の呼び名も様々です。ベージュ系の色だけでも、象牙

色・アイボリー・砂色・サンド・エクリュ・バーチメント・ビス

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：中村委員 

前回の報告（第２８０２例会） 

平成２８年１０月２０日(木）  

（松村会長） 

 

（井上親睦活動委員長） 

ゲスト：董 涛 君（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（松村会長） 

 箕島の常楽寺というお寺で、水子地蔵像という仏像が新

しく作られました。高さ６０センチぐらいの小さな仏像で

す。左手に杖を持ち、右の手のひらには小さな赤子が

座っています。仏像は彩色されています。衣と後光と台座

  平成２８年１０月２７日 第２８０３回 

・前期ＩＤＭの発表 

 発表者(リーダー) 成川 雅史 君・中村 吉伸 君 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成２８年１１月１０日 第２８０４回 

・ガバナー公式訪問 

 ガバナーアドレス 福井隆一郎ガバナー 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開 催 日 

２８０２ Nｏ． 

ゲストの紹介 

米山奨学金授与 

会長の時間  

１０月分の米山奨学金が松村会長より、

米山奨学生の董涛君に渡されました。 



２ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

ケット・アンバー・シャンパンなどあります。余談ですが

「肌色」と言う言葉がなくなってきています。わたしが子供

の頃、クレヨンに肌色という色がありましたが、いまは「うす

だいだい」や「ペールオレンジ」に変わっています。ある

メーカーの人は「絵を描く際には見たままの色で描くのが

基本です。『はだ色』というのは、メーカー側が肌の色と

はこういうものだという概念を与えてしまうので、不適切だ

と判断しました」と言います。今日は「色」についてとりとめ

のない話をさせていただきました。 

 

 

 

（橋爪(誠）幹事） 

1.インターアクトクラブ海外研

修の案内。本年度はタイの 

ロップリーを訪問し学習を企

画されています。 

 （社会・青少年奉仕委員長

へ） 

 

2.2016‐17年度第2640地区ガ

バナーエレクト事務所開設

のお知らせ （会長エレクトへ） 

 

3.今週末は地区大会が開催されます。大会決議案を後

方に掲示しておりますので、事前にご確認下さい。ま

た、集合時間の再確認をお願いいたします。 

 

4.有田経済クラブより「クラブ通信」 （掲示） 

 

5.他クラブ例会変更 （掲示） 

 

 

 

 

 

＊親睦活動委員会（井上委員長） 

 23日の地区大会のバスで乗り合わせる方に再度、集合

場所、時間を連絡します。 

 

＊R財団委員会（中元委員長） 

 松村君より特別寄付をいただきました。 

 

＊米山奨学委員会（嶋田(ひ)副委員長） 

 成川(守）君、松村君より多額の特別寄付をいただきま

した。 

 

＊米山カウンセラー（橋本カウンセラー） 

 今月は米山月間です。後ろのボードに董涛君の活動

記録とカウンセラー所見を掲示しています。 

 

 

 

 

 

 

（児島例会運営委員） 

本日の会員数２６名 

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数２１名 

   （出席規定免除会員８名） 

      ８０．７７％ 

10/6    ８０．００％ 

MU：なし 

 

 

 

（上野山(捷）ＳＡＡ） 

松村君：成川雅史リーダーはじめ第１班の皆様、昨夜のＩ

ＤＭお疲れ様でした。米山奨学生の董涛君、卓話よろ

しくお願いします。 

橋爪(誠）君：董涛君、本日の卓話よろしくお願いします。

楽しみにしています。ＩＤＭリーダー、情報研修の皆

様、前期ＩＤＭ開催ご苦労様です。 

中村君：董涛君、今日の卓話楽しみにしていました。 

嶋田（崇）君：董涛君、卓話ありがとうございます。 

上野山（栄）君：昨日のＩＤＭ、おつかれ様でした。成川

雅史リーダー、すばらしい進行ありがとうございました。

本日、董涛君、卓話楽しみです。 

脇村君：董涛君、本日の卓話楽しみです。よろしくお願

いします。 

橋本君：成川(雅)先生、本日は訪問させていただきありが

とうございました。董涛君、卓話よろしくお願いします。 

橋爪(正）君：董涛君、本日の卓話楽しみです。伊藤若冲

の美術鑑賞では岩橋さん、脇村さんにお世話になりま

した。おまけに車内ビンゴで家内が一等賞の会長賞を

頂きました。 

石垣君：ＩＤＭ１組で成川(雅）リーダーはじめ皆様にお世

話になりありがとうございました。董涛君、卓話楽しみ

にしています。 

嶋田(ひ)君：昨晩は出席出来ず申し訳ありませんでした。 

中元君：董涛君、本日の卓話よろしくお願いします。 

岩本君：董涛君、本日の卓話楽しみにしています。 

成川(守）君：董涛君、卓話、ご苦労さま。 

井上君：董涛君、楽しみにしています。加油！(＝ジャヨ

ウ がんばって下さいという意味です。） 

上野山(捷)君：董涛君、卓話楽しみにしています。 

 

 

 

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

次週１１／３（木）は祝日のため休会です。 
 

次回１１／１０（木）はガバナー公式訪問です。 

皆さん、ぜひご出席 

      ください。 



 

「君子は人の美を成す」 
 

 初めて有田ロータリークラブを訪ね、中元会長に出

会った時、自分の研究専門が東亜の思想史であることを

紹介しました。その時、会長さんは、「孔子の思想はロー

タリーの理念と一致することが多いから、これからチャンス

があれば、『論語』を紹介してください。」とおっしゃいまし

た。 

 それがきっかけで、『論語』を調べてみました。そのう

ち、本当に会長さんのおっしゃっているとおり共通点が多

いことが分かりました。そこで今日は、ロータリーの理念の

中の「他人への思いやりと助け合い」という言葉と『論語』

のある言葉のつながりについてお話しさせていただきた

いと思います。 

 「『他人への思いやりと助け合い』の精神を身をもって行

いつつ、そのことについて多くを語らない陰徳の人でし

た。」これはロータリーの日本最初の創立者、米山梅吉

氏への評価です。 

 『論語』には、こんな言葉があります。「君子は人の美を

成す。人の悪をなさず。小人はその反対だ。（子曰：君子

成人之美，不成人之惡，小人反是。）」 現代語に訳しま

すと、「君子は他人の美点長所を見つけて、これをさらに

高め、成就するように助け伸ばして完成させます。しかし

小人は、相手の悪を助長するような反対な行動をする」と

いう意味です。 

 孔子がよく語る「君子」の意味は、一つは「権力者」で、

もう一つは「人格の立派な人」です。それに対して、「小

人」は、「品性の欠けている人」の意味です。権力を持っ

ている人は、必ず「人格の立派な人」とは限りません。「人

格の立派な人は権力を持つ」、それは孔子の政治の理

想型です。こう見ると、権力者のミスをきちんと見つけ、真

実を追求する民主主義の政治は、孔子の理想に一番近

い制度といえるでしょう。 

 さて話を戻しまして、助けられた側はどうなるのでしょう

か。例えば自分の場合、研究者になると志しましたが、在

学中の家計は大丈夫か、そしてうまく学位が取れるの

か、仕事も見つけられるのか、というような現実と将来に

対する不安がたくさんあります。ロータリー米山奨学生に

選ばれるということは、自分が大事にしている目標が他人

に認められたということです。歴代の米山奨学生たちは、

当時その知らせを聞いた時、大変嬉しかったのではない

でしょうか。さらに、感謝したい、恩返したい、もし自分も

能力があれば、人を助けたいという気持ちが自然に生ま

れただろうと思います。君子の「他人への思いやりと助け

合い」は、さらに他人への思いやりと助け合いを生みまし

た。今までのロータリー米山奨学生が立派になり、また

ロータリアンになった例も少なくありません。 

 「君子の徳は風なり、小人の徳は草なり。それに風を上

うれば、必ず偃す」（君子之德風也，小人之德草也，草

上之風必偃）君子の徳は風ですし、小人の徳は草です。

草は風に当たれば必ずなびきます。「小人」は「品格の欠

けている人」以外、「子ども」又「未熟な人」として使う場合

もあります。つまり、君子は自らの道徳の力を使えば、ま

だ君子になっていない人にも影響を与えることができると

いうことです。そこから、孔子の思想とロータリーの人生哲

学のつながりが一つ分かったような気がします。 

  

３ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

 １１月の例会プログラム 

1１/3(祝) 休 会 

1１/10(木) 

ガバナー公式訪問 

 ガバナーアドレス  

 福井隆一郎ガバナー 

11/17(木) 

外部卓話 大形 徹 教授 
  （大阪府立大学 

   人間社会システム科学研究科） 

「中国のお金の起源となるタカラガイ  

 について」 

11/24(木) 
外部卓話 成川 暢彦 氏 
   （桜ヶ丘病院 院長） 

閉会・点鐘 （松村会長） 

 卓 話 

～過ぎし時に敬意を表わして～ 

ポールハリス語録 
 

私たちのロータリーが、単に一過性のものでな

いとしたら、それはあなたや私が、互いの弱点

を忍ぶ、つまり寛容の価値を知ったからでしょ

う。 

 （ナショナル・ロータリアン1971年1月号） 
 

 If this Rotary of ours is destined to be more 
than a mere passing thing, it will be because 
you and I have learned the importance of 
bearing with each other’s infirmities, the 
value of toleration. 

（関場慶博ＲＩ第２８３０地区ＰＤＧ提供資料より） 

 

有田ロータリークラブ 

米山奨学生 

          董 涛 君  
 

(大阪府立大学 

人間社会システムD2) 

  



経済と地域社会の発展月間／米山月間 

４ 

２１０６～２０１７ 国際ロータリー第２６４０地区 地区大会 
平成２８年１０月２３日（日） 於）ホテル・アゴ―ラリージェンシー堺 


