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本日出席会員 38名 

 メークアップ（前々回）1名 

 出席率（前々回補正） 75.0% 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

ゲスト 仁愛大学     学長 田代俊孝氏 

    地域共創センター 次長 鎌谷武美氏 

    武生国際音楽祭  林 良彦氏 

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之         

こんにちは、残暑が厳しいで

すが朝夕はめっきり涼しく、虫

の声も聞こえてきました。今日

のゲストは、仁愛大学の田代

俊孝(しゅんこう)学長と地域

共創センター次長の鎌谷武

美さんです。行順寺(ぎょうじゅんじ)のご住職さんでもあります。真

宗学が専門で親鸞の思想を研究していらっしゃるそうで、1980 年

代後半から、今日お話しいただく演題でもあります『デス・エデュケ

ーション（いのちの教育）』や『ビハーラ（仏教ホスピス）』、死生学を

提唱され、死生観・生命観などの分野では第一人者の方です。私

も今、老人ホームで末期癌で1～2ヶ月の余命の方、抗がん剤治療

中の方も診ており、その接し方、話し方に非常に気を使っておりま

す。宗教、死と生、教育などのお話、よろしくお願いいたします。 

話は変わりますが、先週 23 日金曜日は 24 節気の「処暑」、夏の

暑さもピークを過ぎて、徐々にやわらいでくるという時期です。時節

の食べ物として、7 月は「うなぎ」、8 月 23 日は「天ぷらの日」、8 月

29 日は呼び名の通り「焼肉の日」です。これが、「夏バテ防止三大

食べ物」と言われていますが、オノダニグループでは毎年、小野谷

機工の工場広場で焼き肉パーティーをする「スタミナ会」というのが

恒例になっております。毎年グループ全体から大体 200人位集まり、

一斉に焼き肉をする光景は実に壮大です。焼き肉用の鉄板も社員

自ら工場の機械を使って作っており、感心しております。鉄板は、

厚さ 5mm 程度 1m 四方の鉄板をレーザー切断機できれいに切り抜

かれ、また持ち運びができるように 2 辺に取っ手が溶接してありま

す。おまけに、直径 5mm ほどの穴が四方にこれまたレーザーで 4

～6 カ所くり抜き、鉄板に油がたまらず落ちるよう工夫されています。

この鉄板が 30 枚ほど並べられて、一斉に火が付けられます。ちな

みに肉は全部で 40 万円ほど。他に生ビール等の酒代、単純に頭

数で割れば一人 2,000 円、福利厚生のために、中小企業だからこ

そできるアットホームなイベントだなと思っております。 

 

・武生国際音楽際の PR（笠原章会員と林良彦氏） 

平成 2 年に市民ボランティ

アと武生市ほかの主催によ

り始まった武生国際音楽祭

は、本年 30 回目の開催を迎

えます。地方の再生、自立

が謳われた時代、その運動

の流れの中でスタートしたこの音楽祭が、四半世紀を超え地域

に根付き今日まで継続する事ができましたのは、この街の一千

数百年の歴史・文化・産業・経済、何にも増してここに生きる

人々のこの地への思いによるものだと信じます。「紡いでいこ

う 地域の未来 新しい音楽創造の空間を」というテーマで、

独創的なプログラム構成、最高の演奏の質を求め研鑽を積んで

行きたいと思います。期間中は、作曲ワークショップ、夏季ア

カデミー、街中コンサート、30 周年記念展示もいたします。

“武生から世界へ”地方都市『武生』を『世界』へ発信してま

いります。30 回目を迎え、音楽祭の成功に向け、皆様のご支

援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。                
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プログラム                     

 ゲスト卓話 「いのちの教育～ﾃﾞｽ・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝのすすめ～」 

仁愛大学 学長 田代俊孝氏 

昨年の 4 月から仁愛大

学に来ました。出身は三重

県のいなべ市です。 

 命の教育「ﾃﾞｽ･ｴﾃﾞｭｹｰｼ

ｮﾝ」ということをお話させ

ていただきます。「死」と

は、皆さんいかがでしょう

か。 1988 年に名古屋で「死そして生を考える会」をつくりま

した。当時はまだまだ死はﾀﾌﾞｰとされていました。1992 年に

ｱﾒﾘｶのｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州立大学へ留学し、全米のﾃﾞｽ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝを研究

している学者のところにﾘｻｰﾁに行っておりました。日本社会よ

り 10 年先に、ｱﾒﾘｶは様々な問題の解決に成功しています。ｱﾒ

ﾘｶ社会も 1960 年代くらいから、「いのち」というものが課題

になってきました。癌とか治りにくい病気が流行り、150 人に

1 人が HIV の患者がいて、HIV の患者さんを最期活き活きと

生きさせるためにはどうしたらよいか、ということをﾘｻｰﾁし、

日本の社会にも必要だと思って帰ってきました。当時は 3 人に

1 人が癌、現在は 2 人に 1 人が癌、治癒率も上がってきていま

すが、いくら医学が発達したとしても、「死」は必ずやってき

ます。その「死」をどう受け入れていくのか。肉親を癌で失っ

た方々にｱﾝｹｰﾄしたものがあります。90 年代病名告知がない時

代、「夫の死後、～妻に心配をかけないようだまされていよう

～という日記を読んでｼｮｯｸだった。」実際は、癌になれば本人

は察知します。分かっているのに家族は自分に配慮して嘘をつ

いている。長年苦楽を共にした家族がだましあいながら人生の

一番大事な時をむかえていたのです。ところが一方ではこんな

ｺﾒﾝﾄもあります。「私は病気して良かったと思います。人生を

今までとても粗末に生きてきたようで、今人生を二度生きてい

る気がします。」「父とあまり話すことはなかったが、告知後は

ゆっくりと話すことができ今まで気付かなかった考え方や私

への思いが分かった。」病名告知を受けて、死を認識すると、

その人の人生観・死生観・いのち観が変わってきます。「医師

は精神的ケアをもっと学んでほしい」「病気を治すことも大事

だが死んでいく人をより良く送ることも医療である」というｺ

ﾒﾝﾄもありました。人は必ず死ぬ、それをどう受け止めていく

のか、そのことを問いかけるのが「ﾃﾞｽ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ」です。医

療は日進月歩で、90 年代脳死からの臓器移植は、社会問題に

なりました。ｹﾞﾉﾑ情報は、管理もそうですが情報が漏れると差

別だとか、遺伝子を組み替えることによってさまざまな生命倫

理の問題が起ります。事が起こってから慌てるのではなく、日

頃から話し合っておく必要があります。 

いのちを見つめる、身近な人の死を通して、自分の死を考え

る、身近な人の死だからこそ、死を自分ごととして考えてみて

ください。誕生の瞬間から今日まで、私はいつ死んでも不思議

ではなかったです。その私が今ここにいること、生きているこ

とを考える。一瞬一瞬頂きもの。明日は分からない。死は思い

通りにならない。「死」は思いを越えています。「生」も思いを

越えている、日々の行いも思いを越えたものです。現実には思

い通りにはならない。思いを越えた働きの中に生かされている

のです。死は思い通りになりません。死は思い通りにならない

ことを知っている人は、その死をたんたんと受け止めることが

できます。死を問いかけることによって、「生」「いのち」が見

えてきて、生き方が変わります。「人生観」「いのち観」が変わ

ります。 

最後に、「死なない方法」を特別に大サービスで伝授して帰

ります。「死なない方法」の本には、次のページを見よと書い

てあり、ページをめくると「生まれてくるな」、まためくると

「お前は手遅れだ」と書いてあります。 

ニコニコ箱・・・ 24,000 円 累計 325,000 円   

・今日は仁愛大学 田代学長様卓話をよろしくお願い 

します。   【三村昌之】【宮前貴司】【西藤浩一】 

・田代学長をお迎えして       【藤谷家也】 

・武生府中 RC の就職模擬面接に参加しました。 

 皆さん真剣に対応していました。  【佐々木忠彦】 

・音楽祭紹介させていただきます。  【笠原 章】 

・早退させていただきます。     【西野昌美】 

・24 日、シングライクトーキングのコンサートを楽 

 しんできました。         【奥村 充】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（9 月 4 日～17 日） 

・9 月 5 日 敦賀西 RC  12：00～12：30 プラザ萬象２階事務局 

 

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの友

ホームページ等にてご確認ください。 

本日(9月 3日)例会    9月 10日 

夜間例会 18：45～ 

武生国際音楽祭 2019 

 越前市文化センター 

9月 17日 

 

休  会 

 

9月 24日 

ロータリー情報 

 田中茂委員長 

   

第一例会行事 

会員増強 

 宇野賢治委員長 


