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「人間にとって、幸せとは何か？」
解けない答えを探して、
僕は二度ブータンに行った。
当時、ブータン国民の 86％が、いまの生活に「満足
で幸せ」と答えていた。ＧＮＰの拡大ではなく、「Ｇ
ＮＨを求める」と国王が宣言していて、そのグロス・
ナショナル・ハピネス（国民総幸福）という考え方が、
どういうものか気になっていた。
ブータンはヒマラヤにある、人口約 80 万の小国。
ずっと鎖国していて、議会制になったが王様が治める。
チベット仏教が生活の中心にある。
一度目の 2010 年、首都ティンプーなど街にパソコ
ンが入ったばかりで、まだほとんどの村に電気がきて
いなかった。旅行者は勝手に移動が出来ず、国認定の
ガイドと運転手と車が付いた。
若いガイドに「幸せですか？」と訊いた。
「なにも持たないけど、幸せです」と彼は答えた。
本日の例会
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彼が語るＧＮＨの中身は、
第一に、国民みんなが王様を好きなこと。
第二に、仏教の教えが心にあること。
第三に、伝統の文化に誇りを持っていること。
第四に、自然環境がいいこと。
「家族がいっしょに暮らせて、ご飯が充分に食れるか
ら」とも答えた。資本主義にどっぷり浸かった日本で
は、考えられない幸せの定義だった。そしてなにも持
たない幸せを僕に語った。
「一つのものを得ると、一つのものを無くす。ただ、
無くしたことにしばし気付かないだけ」
禅問答もどきの 20 代半ばの言葉に、僕は返す言葉
を失った。
2014 年の二度目、同じガイドを指名した。彼は結
婚していて、車もスマホも持っていた。
「そんなに得て、なにを無くしたの？」とは訊かなか
ったけど。
歩いて標高 4000ｍの山を越えた。コックも食糧と
燃料を背負って行く。外国人の入国が許可されたばか
りという秘境の村だ。三年前に電気が来たばかりで、
テレビも洗濯機もない。だけど、原始のまま糸車で羊
の毛を紡ぐ農婦の手には、携帯電話があった。
なにも無い幸せは、どうなるのだろうか。

ロータリー財団・米山記念奨学委員会

次回例会

第 2 回クラブ協議会（地区大会報告）

小川照郷プロフィール
（有）ライフ企画社 取締役会長
1947 年生まれ。神奈川大学卒 シナリオ研究所研究
科修了。倉元 聰氏に師事し、シナリオライター、デ
ィレクターとなる。1977 年に帰郷して「ライフさせ
ぼ」を創刊する。1989 年には 99view を発刊。ヨット
やシーカヤックをやっていたが、55 歳で山に目覚め
る。北鎌尾根、前穂北尾根。北アルプス従走。エベレ
ストＢＣ。スイス・メンヒ、ブライトホルン登頂。
シナリオＴＢＳ「おはよう」。「佐世保の歴史を歩く」
（共著）
「99 ディクショナリー」
「九十九島の本」
「さ
せぼの歩き方」を執筆編集。松本清張賞最終候補に 2
度ノミネート。小説「裂けた月」。

時間の浪費が無くなる様に頑張らないと認知症
圏内突入も時間の問題です。

《幹事報告》
松田信哉 幹事
1.例会変更
◆佐世保東南ＲＣ
11 月 7 日（水）12：30→11 月 17 日（土）
地区大会（アルカスＳＡＳＥＢＯ）
11 月 21 日（水）休会（定款第 8 条第 1 節により）
2.来 信
◆公財）ロータリー米山記念奨学会
特別寄付金明細書（領収）
◆ガバナー事務所
ガバナー月信 11 月号
◆地区大会事務局
①地区大会表彰（2017～2018 年度 ＲＩ会長賞）
ご登壇のお願い
②「護衛艦見学」
「海軍カレー、佐世保バーガーの昼食」
「海上自衛隊佐世保音楽隊記念コンサート」資料

《会長挨拶》
森

豊

会長

※嬉しいニュースです
2740 地区福田ガバナー年度の目玉事業に「ハワ
イ短期留学プログラム」があります。このプログラ
ムは作文選考と、面接で１4 名の高校 1，2 年生の
学生さんが来年の 3 月 25 日から 4 月 5 日までのハ
ワイ短期留学に選抜されるというものです。
この中で当クラブの松田亜由美会員のご長男、陸
王君が選抜されました。
北クラブとしても大変栄誉
なことであります。本当におめでとうございます。
誰でも経験できるものではありません。有意義な短
期留学になるように祈っています。
※忙しさを分析してみました。
個人的なことなのですがオレンジ社の売上が大
きく伸びているわけでもないのに、
滅茶苦茶忙しい
のです。定時では仕事が終わりません。何でだろう
と分析してみると、自分の働く時間の 4 分の 1 が本
来の仕事に入る前の段階の書類探しなどに無駄な
時間が費やされていることがわかりました。仕事の
充実感のない残業が続いていたわけです。

3.伝達事項
①11/12（月）16：20 より佐世保高専にてＩＡＣ例
会を開催いたします。今月は第 2 月曜日での開催
となっておりますので出席予定の方はお間違い
のないようお願い致します。
②11/11（日）13：00 より東彼杵総合会館にて 2740
地区ロータリー財団セミナーが開催されます。
③11/12（月）次回例会は委員会卓話 ロータリー財
団・米山記念奨学委員会です。

《来訪ロータリアン》
◆佐世保南ＲＣ

相良絋一郎君

《来訪者》
◆2740 地区地区大会記念事業
ハワイ短期留学プログラム合格者
松田陸応 君（佐世保工業高校）

《委員会報告》
松尾重巳 親睦活動委員長
今年の「冬の忘年クリスマス会」を 12 月 10 日にハ
ウステンボス、ホテルヨーロッパにて開催いたします。
当日は短縮例会の後に行う予定です。公門リサさんの
ミニコンサートも予定しています。
詳細は今週末頃か
らご案内をご自宅の方へ郵送いたしますのでそちら
をご覧ください。
緒方信行 国際奉仕委員
10 月 30 日～11 月 1 日まで仁川松島ＲＣを訪問してき
ました。訪問者は緒方、平石、村瀨、鐘ヶ江、八木の
5 名でした

《ＲＩニュース》
J. ニクラウス氏とのゴルフプレーのチャンス
この度ロータリーでは、
ポリオ撲滅活動に寛大な寄
付をお寄せくださる 12 名の方に、ポリオ撲滅大使で
あるジャック・ニクラウス氏とゴルフプレーをするチ
ャンスを提供することとなりました。
ニクラウス氏とのゴルフプレー権は、250,000 ドル
以上をポリオプラス基金に寄付した先着 12 名に贈ら
れます。プレーの日付と場所は次の通りです。
日付：2019 年 3 月 12 日
場所：Bear's Club（米国フロリダ州ジュピター）
プレー権を得た 12 名の方は、4 名ずつ 3 つのグル
ープに分かれて全 18 ホールを回り、そのうちの 6 ホ
ールを二クラウス氏とプレーします。ご自身でプレー
することを望まない方は、代わりの方 1 名（友人、ご
家族など）にプレー権を与えることができます。
このプレー権は先着順に授与されることにご注意
ください。ご希望の方は、寄付意向書式をご提出いた
だき、2019 年 1 月 22 日までに全額を寄付していただ
く必要があります。ご質問は、ロータリー財団寄付担

当ディレクターのハービー・ニューカムまで E メール
でご連絡ください。詳細は寄付意向書式をご覧くださ
い。寄付者が希望する場合は、この寄付の認証として
アーチ・クランフ・ソサエティに入会することもでき
ます。
スシル・グプタ氏が
会長ノミニーとして宣言される
10 月 1 日、スシル・クマール・グプタ氏（インド、
デリーミッドウェスト・ロータリークラブ所属）が、
バリー・ラシン RI 会長により正式に国際ロータリー
会長ノミニーと宣言されました。8 月に会長指名委員
会によって会長ノミニーに指名されたグプタ氏は、ハ
ンブルグ（ドイツ）での 2019 年ロータリー国際大会
で選出され、2020 年 7 月 1 日に会長に就任します。

《ロータリー文庫通信》
ロータリー文庫通信 373 号 2018 年 10 月より
ロータリー文庫は日本のロータリー50 周年記念事
業の一つとして、1971 年 11 月に公開された皆様の資
料室です。日本のロータリーは 2020 年に 100 周年を
迎えます。
今回は 1920 年東京ロータリークラブ発会から約 50
年間の日本のロータリーの歴史の中でのいくつかの
資料をご紹介します。特にロータリーの友、ロータリ
ー文庫、米山記念奨学会については発足当時を記述し
た資料を選びました。これらの中から日本のロータリ
ーの歴史の新たな発見があり、皆様の今後のロータリ
ーライフに生かされることを願います。

《ニコニコボックス》
中川信次

親睦活動委員

佐世保南ＲＣ 相良紘一郎君
久しぶりに参加させてもらいました。
大変失礼いたしました。
今後ともよろしくお願い申し
上げます。
森
豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
メークアップでお越しの佐世保南ＲＣの相良紘一郎
様、ようこそメークアッップへ。
この度国際ロータリー2740 地区のハワイ短期留学プ
ログラムへの参加が決定した松田陸応（りくおう）君、
おめでとうございます。
どんな内容の作文を書いたの
かをあとでお母さんに聞きたいと思います。
本日の卓話を快く引き受けて下さいました小川様あ
りございます。今日卓話楽しみにしておりました。
よろしくお願いします。
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

プログラム委員長 牧野博一君
小川照郷様、本日のご来訪ありがとうございます。御
社の曽根さんには大変お世話になっており感謝いた
しております。毎年、100 日は登山をされているとお
伺いいたしております。
山のお話し等本日の卓話楽し
みに拝聴いたします。
森
豊君
オレンジ通信ひさしぶりに書きました、読んで下さい。
中山 誠君
結婚祝い、ありがとうございました。
緒方信行君 平石晃一君 村瀨高広君
先日の韓国仁川松島ＲＣ訪問に同行した、平石会員、
村瀨会員、八木会員、ガルシア鐘ヶ江会員、大変お疲
れさまでした。会員同志の絆をより深めたすばらしい
旅行でした。
本日の卓話者の小川照郷様の卓話を楽しみに拝聴さ
せて頂きます、佐世保市南ＲＣ相良紘一郎様のご来訪
心より歓迎いたします。
二ノ宮 健君
結婚記念のお祝いありがとうございます。サファイア
婚 45 年になりました。
ライフ佐世保、小川様の卓話、楽しく拝聴させて頂き
ます。
松田亜由美君
この度、長男の陸応（りくおう）が 2740 地区、地区
大会の記念事業「ハワイ短期留学プログラム」へ応募
し、1 次の作文、2 次の面接を経て無事に合格致しま
した。息子が粗相を起こさないようご指導をお願い致
します。
本日の卓話者、小川照郷様ご来訪頂きましてありがと
うございます。
豊島揆一君 福田俊郎君 永田武義君 藤井良介君
古賀新二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君
渡会祐二君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君
松尾重巳君 船津 学君 小西研一君 中川信次君
井上隆三君 茶村亜子君 鐘ヶ江和重君
本日は、ライフ佐世保の創刊者であられる小川照郷さ
まをお迎えして卓話をいただきます。
会員一同楽しみに拝聴させていただきます。よろしく
お願いいたします

本日の合計 35,000 円
船津 学

松田亜由美

小西研一

累計 547,000 円
（記事担当

公門新治）

