２０１０年

４月２１日

第２１５２回

No.３７

卓話：
『 最近のペット事情 』 熊井 治孝 会員
【 会長挨拶〜Ｂ・フランクリンについてⅣ〜 】

森岡 弘通 会長

近代初頭、カトリック教会の権威に大きな疑問符がつけられ、
その一方でカルヴィンの説くような、救われるか否かは、
とっくの昔に神が決定している。
といった予定論的思想が広まりますと、民衆の信仰形態にも
変化が現れます。自分が救われる方のグループに入っている
という確信を自らの手でつかもうとする欲求が、はっきり前面に出てきます。
この願いに応えるのは、こわれかかった教会の権威によりかかっても駄目で、
自ら聖書を読み、そこに記された神の命令に従って生活をし、神の栄光を
高める務めに励むほかありません。
神は、この世界が隣人愛にあふれた倫理的・道徳的世界になる事を求めます。
神は、人間に隣人愛を日々の生活のなかで実践するよう命じます。
隣人愛を実践するのに最も適した手段こそ、人々が日々取り組む職業であり、
これによって人間は、他者に、社会に、神に奉仕するのです。
プロテスタントに唱われた歌にあるように「この世の勤めを果さんと己が職業

≪例会プログラム≫
【司会】
藤林 良昭
会場設営委員
【開会点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『手に手つないで』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
東京西北ロータリークラブ
会長 河津 光紀 様
【ニコニコ報告】
横倉 利夫 親睦委員
【出席報告】
野村 圭伊 出席奨励委員
【社会奉仕委員会】
熊井 治孝 社会奉仕委員長

にはげむなり、おお、わが主の御心に従わんと、力の限り務めなん」です。

【プロバスクラブについて】
後藤 一郎 特別代表
その結果、もし自分が職業上で成功すれば、それだけ神のお役に立ったという
ことで、恐らくは自分は神に救われるだろう、と確信しつつ、死を迎えること 【ゴルフ会】
野村 圭伊 ゴルフ会幹事長
が出来ると教えたのです。
これまでお話ししてきた、Ｂ・フランクリンはプロテスタントの系譜に属し
ますが、彼のお父さんに比べてかなり世俗化し、宗教色がうすれています。

【会場設営委員会】
小島 馨 会場設営委員長

それでも彼のいだく職業倫理は、こうしたプロテスタンティズムの、職業を
もって神の命ずる人間の使命とみなす考え方を下絵とすることは明らかです。
かくしてプロテスタンティズムの浸透した西欧社会の諸地域では、フランクリ
ン的な生活態度を原動力の１つとして、経済活動は活発化し、近代的な資本
主義が発達することになります。
（詳細はガバナー月信４月号をご覧下さい）

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・国際ロータリー日本事務局より、５月のロータリーレートは、１ドル＝９２円です。
・東京多摩ＲＣ、東京多摩グリーンＲＣより例会変更のお知らせが来ています。
・函館五稜郭ＲＣ４０周事業に当クラブより、会長・幹事を含めて１５名が出席致します。
・４月２９日、高幡不動尊に於いて、日野新選組まつり「新選組隊士コンテスト」を行います。
皆様のご出席をお願いします。

【 社会奉仕委員会 】 熊井 治孝 委員長

【 プロバスクラブ 】 後藤 一郎 特別代表

・４月１８日の淺川クリーン作戦に

・入会して下さった方が集まり、

ご参加いただいた皆さん、

４月１５日に会合を開きました。

ありがとうございました。

入会者は１５名になりました。

・４月２９日は、新選組まつりです。

・お心あたりのある方は、
お早めにご推薦下さい。

ご協力いただける方は、１１：３０に高幡不動尊
客殿の２Ｆ会議室に集合して下さい。

【 会場設営委員会 】 小島 馨 委員長

【 ゴルフ会 】 野村 圭伊 ゴルフ会幹事長

・皆さんの健康を考えたのと共に、

・５月２０日は相武カントリーで、

夜間例会を控えていますので、

ご参加いただいた皆さん、

おにぎりとサンドウィッチに

ありがとうございました。

致しました。

・６月１４日はチャリティーコンペ、

・新選組まつりでは、お弁当の代わりに、1,000 円を
お渡し致しますので、よろしくお願いします。

あと４名のご参加をお待ちしています。

【 卓話：最近のペット事情 】
＜日野ＲＣ会員 熊井 治孝 君 ＞
最近のペット事情や、普段の職業奉仕の姿について、卓話をしなさいとの事です。
私の６代前のご先祖様が、白河潘の松平公の家臣として江戸に出てきた際に、
松平公の命で、熊井と名を変えました。
松平公が隠居すると、ご先祖様も白河に戻り、医者になりました。
この方が熊井の初代と言える方で、２代目も医者になったという事です。
私の生まれは東京なのですが、戦争で白河に疎開しました。
そこは畜産が盛んな所で、子供が熱を出しても「牛が生まれるまで、子供はほうっておけ！」という位の所で、
獣医はとても待遇が良かったんです。
それで、
『医』がつくなら、
『獣医』でも良いかと思い、大学に進学しました。
私は小動物の事をやっていったのですが、当時は畜産が盛んで、牛や馬など大動物を学ぶのが本筋で、小動物は
邪道と言われていましたが、学生の時にある先生について、大金持ちの家に往診に行って、ちょっと見ただけで、
当時の公務員の初任給より多くのお金をもらいました。
それで、農家を回って、牛馬を相手にするより、お金持ちのペットの小動物を見た方が良いと思いました。
当時は、小動物に関しては教科書もなかったので、最先端のアメリカに毎年、研修に行かせてもらいました。
昔は、動物用の医薬品はなく、人間用の薬の分量を変えて、使っていました。
では、最近のペット事情ですが、
今は、
「ペット」から「コンパニオンアニマル」に変わってきています。
ペットではなく、人間と同じ仲間として、動物と生活するという考え方です、
私たち人間が、動物を人間のように扱いますし、動物も自分が人間だと思っているくらいです。
例えば「１匹で留守番させるのはかわいそう」という事で、数匹飼ったりする人が増えています。
家族と同じ扱いですので、病気になった際に、延命治療を希望する飼い主さんも、多くいらっしゃいますが、
私は、体中に管を通して生き長らえさせるのが、ペットにとって幸せか疑問に感じます。
皆さんも、飼い主にとって、そしてペットにとって、何が幸せか考えてみると良いと思います。

【 ニコニコ報告 】 横倉 利夫 親睦委員
本日のニコニコ： 13,000 円／累計 844,735 円
ビジターフィー：
森岡弘通

君

2,000 円／累計 16,000 円

来週木曜日、４月２９日は、新選組隊士コンテストの日です。
皆さんのご参加・ご協力を期待して。

.

疋田久武

君

今日は受付けに谷井さんと横倉さんがいらっしゃったので。

後藤一郎

君

今日はさわやかで、気持ちがいいですね。河津さんようこそ、熊井さん卓話よろしく。

藤林良昭

君

宇宙飛行士、山崎直子さん、無事ケネディ宇宙センターに帰還、大地さん安心安心！！

山下雅弘

君

今日は、例会の準備ができず、すいませんでした。

小島

君

熊井先生、今日の卓話楽しみにしております。

馨

我家の４匹がいつもお世話になり、感謝致しております。
岩田孝支

君

早退します。

【 出席報告 】野村 圭伊 出席奨励委員
会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜事前のメーキャップ＞
小倉浩美 君（次年度理事会）
和田達也 君
（ＳＡＡクラブ運営委員会）

４月

欠席

出席率

本日報告

40
(8)

23
(1)

事前(2)

8

75.76 %

前回訂正

40
(8)

12
(0)

(7)+2

11

65.63 %

40
(8)

23
(2)

(2)+2+0

7

79.41 %

＜先週のメーキャップ＞
大谷明久 君（次年度クラブ奉仕部門合同炉辺）
前々回訂正
山村侑偀 君（次年度クラブ奉仕部門合同炉辺）
２０１０年

ＭＵ

２９日

第２１５３回

『 第１３回 日野新選組まつり

No.３８

隊士コンテスト 』

【 ヴィジター・ゲスト紹介 】
隊士コンテスト司会者 ： 斉藤 真由美 さん ／ 中野 治子 さん
東京日野ＲＡＣ ： 会長 中山 貴弘 君 ／ 幹事 江頭 達朗 君
Ｗｉｎｇ会 ： 大間知 梨里香 さん

／

国際奉仕委員長 手塚 真衣 さん

【 出席報告 】
＜事前のメーキャップ＞
飯作金彦（次年度クラブ協議会）
井村廣巳（理事会）
島倉邦子（日野受付）
野村圭伊（次年度理事会）
松浦信平（日野受付）
山村侑偀（奉仕プロジェクト委員会）
横倉利夫（奉仕プロジェクト委員会）
＜先々週のメーキャップ＞
成田恭隆（奉仕プロジェクト委員会）

出席総数
会員総数
(出席免除数) (免除者出席数)

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

40
(8)

16
(1)

事前(7)

8

72.73 %

前回訂正

40
(8)

23
(1)

(2)+0

8

75.76 %

前々回訂正

40
(8)

12
(0)

(7)+2+1

10

68.75 %

【 今後の予定 】
■5 月 12 日■

『月例祝賀』

卓話：
「高幡風土記」出版に因んで

森久保 憲治 様

■5 月 19 日■

『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』横倉 利夫 君 ／「日野クラブの会館と別途法人」について 小倉 裕美 君

■5 月 26 日■

『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』土方 淳 君

■6 月 2 日■ 『月例祝賀』

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC
・八王子 RC
・八王子西 RC
・八王子南 RC
・八王子北 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

5/18 「5/22 防災講習会」に振替
5/13 「2500 回記念 夜間例会」に変更
5/21 「姉妹ｸﾗﾌﾞ(台中 RC)55 周年」に振替
5/15 振替休会
5/10・17・24・31 振替休会

・5/22(土)

第 923 回例会

・6/12(土)

第 924 回例会

時間：19:00〜20:30

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・左門左兵衛・阪口茂
山下雅弘・仲谷政毅

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

