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　皆さんこんにちは。梅雨の晴れ間の１
日でした。又、雨の一週間になりそうで
す。体調など如何ですか、崩されていま
せんか。
　前回の例会の日は、故大須仲志氏のお
通夜、ご葬儀に大勢のロータリアンに参
列頂き大変に有難うございました。ご苦労様でした。
　彼は中央ロータリーで16年の長きにおいて活躍さ
れた人でした。誰もが認める彼の功績は大でした。
　その彼の意志を引き継ぎ中央ロータリーが更に大
きく飛躍発展することが彼への供養になることと思
います。そういう意味において輝かしい本年創立40
周年を勝利の姿で飾ろうでありませんか。
　さて、今日７月13日は何の日でしょうか「生命尊
厳の日」だそうです。
　先週の７月６日の例会の日は公認会計士の日であ
りました。クラブの公認会計士に尋ねましたら「あ
たしは知らんと」とそっけなく言われ先に話が進み
ませんでした。

　生命尊厳の日は
　1948年、67年前、に医師、法律家、教育者、主婦
で構成され作られた「優生保護法」、現在の母体保
護法が公布されたことを記念して「生命尊厳の日」
と制定されたそうです。
　最近、痛ましい事件事故が次から次に生まれてい
ます。大分の一家放火事件では４人の幼い命が奪わ
れた。何のためにこの世に生を受けて生まれてきた
のでしょう。又、いじめの信号を出していたのに学
校で共有されず幼い男の子が命を絶ちました。父親
は余りの学校側の対応に不満を抱き警察に事件とし
て届けた。当たり前のことと感じました。
　近くの事件では恨みなどないのに人を殺してみた
かったなど女子学生の殺人など、又、ゲーム感覚で
複数でいじめ倒し、殺されるという恐怖に駆られな
がら殺される時代になりました。事件の時だけ命の
尊さを教育するだけでは解決しない憤りを感じる昨
今です。教育委員会、学校は真剣に逃げないで、責
任転嫁しないで取り組んでもらいたい。
　ここで生命尊厳の日にちなんで生命尊厳について
お話したいと思います。
　生命尊厳についてはそれぞれ人の価値観の違いが
あり結論づける問題ではありませんが、あるベスト

アンサーに選ばれた回答を紹介し
ます。尊厳と、質の二つに分けて
話しますと分かりやすくなります。

１、生命の尊厳とは：生き物は生きていることその
ものに価値がある。
２、生命の質とは：俗にいう「クオリテイーオブラ
イフ」QOLのことです。人生の質を重視し末期に
おいて余計な延命をしないこと。
　例えば全身が点滴のチューブで繋がり延命治療に
よって全身に激痛が絶え間なく走りモルヒネを乱用
してる。更にいくら治療しても助からない余命数か
月である患者がいるとしましょう。彼は生きていて
も激痛に襲われるだけで治療もできず家族にも迷惑
をかける、医療費もかかるという状態では本人とし
ても苦しいだけでもう死にたいと思っていますし、
家族もその姿をみて「楽にしてあげたい」と思う。
そのことを想定してください。如何ですか皆さん実
際の医療現場では日常茶飯事みられる光景です。
　ここで彼が延命治療の打ち切りなどで数か月しか
生きられずに死亡した場合、彼は最高の人生をきれ
いに終わることができるでしょう。
　本人も苦しまないし家族の負担も減り、その分家
族は死んだことを「悲しい」と思ってくれます。そ
うすることが「彼の生活の質」を保たれることにな
ります。
　しかし生命の尊厳を考えると話がひっくり返りま
す。延命できるはずの命を助けないというのは「生
かす価値がない」と判断し切り捨てたものと同じで
す。すると生命への尊厳を無視したことになります。
このように「生命の質」と生命の尊厳はぶつかるこ
とが多いのでジレンマに陥ります。
　又、近年出生前診断が進歩して遺伝子検査が行わ
れています。遺伝子検査により子供への障害などが
わかるようになった現在、親としては障害があると
分かったとき中絶して生まないという選択をするこ
とは「障がい者は健常人に劣っている」と判断して
切り捨てるという事を意味している。
　それがまかり通ると障がい者は生きるに値しない
と判断、解釈され障がい者の差別につながる。この
二つのケースどちらを選択するか？結論は当事者の
最高度の人格、哲学の範疇にゆだねるしかないです
が・・・・・・

　最後のコメントを紹介しますと、生命の尊厳とは
人間は生きているものは全て価値があり優勢がない
という視点であり、生命の質とは社会的あるいは個
人の幸福という意味で、人や人の置かれた状況に優
劣があるという視点である。優勢と、優劣いかがで
したか。なかなか難しい問題であります。生命尊厳
の日にちなんで問題提起でした。　以上
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Ｒソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和
ゲスト紹介：ベストフレンド＝なかま法律事務所　

中間貴志（なかま　たかし）様
会長挨拶：会長　宇都　和治君
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①７－８月例会プログラム及び行事予定表
　　　　　　　　②ロータリーの友　７月号
　　　　　　　　③新入会員候補者資料
２）配布してあります新入会員候補者
　　石﨑信一郎（いしざき　しんいちろう）
　　　　　　　　　　⇒積水ハウス株式会社鹿児島支店
　　この入会について異議のある方は本日から７日間の

内に幹事までお申し出下さい。お申し出のない場合
は、異議のないものと認め、入会の手続きをとりま
すのでご了承ください

３）第14回ロータリー全国囲碁大会のご案内
　　日時：2015年10月3日（土）9：30～
　　場所：日本棋院会館本院（東京・市ヶ谷）
　　登録料：7,000円
　※参加希望の方は、9/18までに事務局へお知らせください。
４）広報・公共イメージ部門　クラブ委員長会議開催のお知らせ
　　日時：2015年7月18日（土）13：00～16：00　

　　場所：メインホテル
　　参加者：広報・雑誌IT委員長　高岡和也君
５）本日RT開催　18：30～ごはんの時間　担当：親睦委員会
６）納涼家族会について（10日FAX済み）
　　日時：平成27年8月1日（土）18：30出航
　　クイーンズしろやま　サンセットクルージング
７）7/22（水）RAC例会　指名出席者→吉田・川村・神野・本村　各会員
８）7/26（日）RCC例会指名出席者⇒青﨑・竹添　各会員
９）7/20（月）祝日の為休み
　　7/27（月）会員卓話　石﨑信一郎君　林　秀之君
　　　　　　　　　　　    川路　理幸君「新入会員自己紹介」
出席報告：
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・IT委員会
卓話：西元　春義君「新入会員自己紹介」
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クラブ奉仕フォーラム
「世界のプレゼントになろう」

待ください。
●稲葉　直壽君／平素のご無音をお許しください。“留置所”に
入っているのに、誕生日の記念品をいただきました。いつも変わ
らぬ友情に感謝申し上げます。何か知恵をしぼり、再び出席出来
るよう努力してみます。皆様方のご活躍をお祈りいたします。
●小福田　博君／６月26日から、南九州税理士会、鹿児島県連合
会、副会長に就任いたしました。会長は、かの有名な押井先生で
す。しっかりささえていく覚悟ですので、よろしくお願いいたし
ます。

7月13日のスマイル  小計 24,000円　2015～2016年度　累計 68,000円

●上野　欣一君／メークアップをするなら親分の中央RCへ。会長
も悪評もありましたが、何とか済みました。ご厚誼にスマイルを。
●本坊　修君／ ○ 今年一年間、宇都会長、深野木幹事宜敷く御願い
致します。
 ○ 前迫会長、宮脇幹事一年間御苦労様でした。
 ○ もみあげを貯えた大須さん！笑顔を有難当ございました。
●前迫　実君／ホーム出席100％表彰ありがとうございました。本
年度も100％出席を目指します。会長幹事ならびに出席委員長ご期

新入会員あいさつ新入会員あいさつ

中央ロータリークラブ入会の動機について
西元　春義　

　私は、昭和22年生まれの今月で68歳になりま
す。団塊世代の第一期にあたります。
　終戦より２年経った頃です。日置市日置出身
の田舎育ちで、自給自足の生活で食べ物に困っ
た記憶もなく又、先輩後輩の厳しい上下関係を
感じる事もなく、のんびりと幼少期を過ごしま
した。
　私はこれまでの人生の中で、ボランティアや

支援、社会奉仕などの活動をしたことがなく、周りでは「ライオン
ズクラブ」や「ロータリークラブ」など、耳にはしていましたがそ
のうち、入会する時期が来るだろうぐらいにしか思っていませんで
した。ただ、この先短い人生ですし、会社・仕事もそこそこ余裕が
でてきた今、子育て支援・寄付・ボランティア活動など、何かしな
くてはと思っていた矢先に、会員の里さんよりロータリークラブに
入会のお誘いがあり、この機会に又その第一歩として、その場で即
決し返事を致しました。入会し２ヶ月くらい経ちますが、異業種の
このような会は初めてです。まずは続けることが一番かと思います。
　仕事の方は主に不動産業で、宅地造成及び分譲マンション販売
業で、企画・計画、融資段取り、発注・販売など今は順調で楽し
くやっております。あと２・３年は社長業に専念しロータリー仲
間の力をもらい、日々精進していく所存です。
　今後とも宜しくお願い致します。

日時：平成27年7月6日（月）13：25〜14：25　於：例会場
１）7・8月例会プログラム及び行事予定
　①8/3（月）クラブ奉仕フォーラムのテーマ
　　RIテーマ「世界のプレゼントになろう」で行う。
　②情報集会日程について…8月18日～8月29日
　　日程：承認　会長・幹事がグループ分けし連絡
２）会計報告
　　①2015－2016年度予算について ─→ 承認
　　②6/29会長幹事慰労会収支報告 ─→ 承認
３）公式訪問について
　　①写真撮影について ─→ 承認

これまでの価格（800円/枚）を維持し、三井スタジオ
に依頼する。

４）納涼家族会について
　　日程：平成27年8月1日（土）18：30出航
　　内容：クイーンズしろやま　錦江湾クルージング
　　会費：会員・夫人他大人 5,000円
　　　　　RAC・RCC・プロバス 4,000円
　　　　　中・高校生 2,000円
　　　　　小学生以下 無料
　　特別徴収金より 2,000円/一人当
　　※雨天決行
５）口永良部島新岳噴火災害義援金について
　　スマイルから50,000円拠出する。
６）入会届について
　　氏　名：石﨑信一郎　S34.11.21生
　　勤務先：積水ハウス㈱鹿児島支店 ─→ 承認

次回例会時に会員へ告知し、7月27日例会時に入会式を
行う。

７）その他
　　①次回理事会について
　　　平成27年8月3日（月）例会終了後　～於：例会場
　　②職業宣言唱和について…8項目目を削除する。
　　③例会場は禁煙とする。

④大須氏ご逝去に伴う人事について…1ヶ月を目処に宇
都会長が人選する。

定例理事会議事録

承認

ラウンドテーブル
日時：７月13日（月）
　　　18：30～
場所：ごはんのじかん
担当：親睦委員会


