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心で繋がろう心で繋がろう

４つのテスト

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか
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福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

第2920回
12/6(金)

第2922回
 12/20(金)12月第2例会12月第1例会12月第1例会

第2920回
12/6(金）

例会報告

第2921回
   12/13(金) 12月第3例会

点鐘：18:30

テーマ

点鐘：12:30

会　長　の　時　間

出席率72.7％
鯖江商工会議所３階中ホール

卓話

点鐘：12:30

テーマ

牧  野   友  美   会員
「父  の  法  事」 忘年夜間例会

会場：スナック　幸

R  L  I  修了証授与

野中　敏昭
RLI　委員長

「我が国の安全保障環境」
自衛隊福井地方協力本部長

藤田　泰三　様会員
卓話

開 会 点 鐘
国 歌 斉 唱
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

「それでこそ
　　　ロータリー」
幸道　森市
　ソング副委員長

ロータリーソング

清水　康弘　会長
　林と森の違いについて
考えたことがありますか?
漢字から言って何となく
木がいっぱいある処が森

だろうと思い深く考えていなかったので調べてみ
ました。和英辞典で調べてみた処、どちらもWOODS
とかFORESTとかがでてくるので区別されていな
いみたいです。「森林林業学習館」からの引用です。

注：12月27日の例会は休会です

　実際使われている言葉を見ると木の数で判断
するのは早計です。「ジャングルの密林」とか「アマ
ゾンの熱帯雨林」とか木の多い場所に「林」が使わ
れており、逆に「鎮守の森」とか「憩いの森」など木
の多さや木の生えている面積によらず「林」や「森」
が使われています。またこれらの言葉を逆に置き
換えて使うこともありません。「森」の語源は「盛り」
だと言われています。確かに「鎮守の森」は小高い
場所にあったり、田園風景の中に突如盛り上がっ
ているかのように存在します。古来　日本では「山
」と「森」を同一のものとしていたようです。入ること
が困難な高くて大きな山には神が降り、神が宿る
場所と考えてきました。それを物語るかのように多
くの山には神社があります。神の力によって木が自
然に生え、盛り上がるように見えるのが「森」と考え
られそうです。
　一方「林」は「杉林」は杉が集まっている場所、
「雑木林」はいろいろな木が集まっている場所、
「天然林」は天然に生えた木が集まっている場所、
というように場所を表現しているようです。
日本の林業では人の手が入ったところが「林」で、
自然に生えているのが「森」として区別する場合が
あるそうです。つまり人の手で木をはやした場所
が「林」と言えそうです。もともと「林」の語源は「生
やす」から来ていると考えられそうです。ただ、「原
生林」のように、必ずしも人が植林して育てた場所
ではありませんが健全に育つように管理保護して
いるので「林」と呼んでいるようです。また私見とし

て「林」という漢字は２本の木の高さがそろって
居り、同じような木が集まっていることを表現し、
「森」は三角形に木が並んで盛り上がっている様
子を表現したのではないか、と考えているそうです。
　私はこれを読んでスッキリしましたが皆さんは
どうでしょうか? 
　調子に乗ってもう一つ、「丘」と「山」の違いはな
んなのか調べてみました。一般的には「丘」は小高
い場所で傾斜がなだらかなものをいうが「山」と
「丘」を区別する明確な定義はないそうです。
国土地理院が発行する地形図に載る山として最も
低い山は仙台にある「日和山」で標高は３ｍだそ
うです。この山は「築山」と呼ばれる人工的に作ら
れた山だそうです。ちなみに自然の山で最も低い
のは徳島市の「弁天山」で標高は６．１ｍです。
国土地理院が地形図に載せる条件として「地元住
民が山と呼んでいるか」「地元自治体が公式名称
としているか」「国土地理院が記載を妥当と判断
するか」の３点だそうです。
地形図への掲載有無は別として、基本的に地元住
民が「山」と呼んでいれば「山」であり、「丘」と呼ん
でいれば「丘」である。というのが結論みたいです。
調べない方が良かったのかな。
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テーマ会員
卓話

結婚祝 誕生祝

幹　事　報　告

勤続表彰

木村　明　　会員
幸道　森市　会員

にこにこＢＯＸ報告

堀江　邦旺　会員
清水　康弘　会員
野中　敏昭　会員
酒井　優嘉　会員
増永　英彦　会員
笹尾　昌敬　会員

園　　幸雄　会員
幸道　森市　会員
大島　恒彦　会員
増永　英彦　会員

牧  野　友  美　会員 「父　の　法　事」

酒井　雅憲　幹事
　村上RCより、60周年記念式典のご案内が来ていま
す。来年の4月12日です。前向きに検討し、参加者を決
めたいと思います。
　本日理事会を開催いたしますので、必ず出席のほど

よろしくお願いします。

次々年度会長等発表
清水　康弘　会長
　帰山明朗会員を次々年度会長に指名いたします。
野中　敏昭　副会長
　次年度理事者を発表いたします。岩尾顕治会員・野
呂和夫会員・酒井芳則会員・増永英彦会員・孝久治宏

会員・大橋良史会員、以上6名お願いいたします。次年度会計：窪田健一会員、
次々年度幹事：佐野直美会員、よろしくお願いします。

日本事務局からのお知らせ
2019年12月のレートは、1ドル＝108円です
（12月レート適用は、12月１日（日）以降に弊局口座へ着金対象）

清水　康弘　会員
酒井　優嘉　会員
堀江　邦旺　会員
笹尾　昌敬　会員
野中　敏昭　会員
木村　明　　会員
幸道　森市　会員
増永　英彦　会員
大島　恒彦　会員
園　　幸雄　会員
牧野　友美　会員
梅田　吉臣　会員
齋藤多久馬　会員
窪田　健一　会員
岡本　圭子　会員
吉田　俊博　会員
野呂　和夫　会員
佐野　直美　会員

　皆様にお配りしたのは「民藝」という、柳宗悦が始
めた民藝運動の冊子で、800号の記念に掲載され
た文章です。67年間毎月休まず続けられた冊子で
す。実は、母がデイケアで書道の作品を6枚ほど持
って帰ってきまして、一番最初に「平和」「信念」と書
き、次は「希望」「輝き」と書き、次は「令和元年」「私

はとし子」でした。額にして母に見せたらとても気に入ってもらえて、葬式の
時に飾ってくれと言われました。私は「私はとし子」が一番気に入っています。
母の姉妹で残っているのが「とみ子」と言い、長女が「とよ子」で、順番に名前

の間を繋げると「よしみ」となり
ます。親戚に「よしみ」さんがい
て、「私はよしみ」と額を見て言

ったので和気あいあいとした法事となりました。「輝き」は、父の「輝男」という
名から取って書いたのかと母に聞いたら、「ほうじゃろう」と答えました。
　お寺さんが「蓮輝」という字を父の法名に使った理由を教えてくれました。
阿弥陀経の中に「蓮は泥の中から咲く花で、紅い蓮は赤い光に輝き、青い蓮
は青い光に輝いている、白い蓮は白い光に輝いている」という事が書かれ
ているそうです。泥は現世で、すごく濁っている中で赤い蓮は赤く輝き、青い
蓮は青く輝き、白い蓮は白く輝く。みんなそれぞれ輝いているという意味で
す。私が一番大切なことは、ここにあるのではないかと考えています。
　1927年(昭和2年）に生まれて91年、明先生にお世話になり逝きました。
心電図の音の間隔が広がる頃、父の耳元で「ありがとう」と大きな声で言い
ました。1927年の出来事は、芥川龍之介が自殺した年で、彼が言うには生
活苦・病気等の理由を挙げる人がいるだろう、自分の経験でいうならばそれ
は動機に至る道程であって、動機ではない。何かはおぼろげな不安だそうで
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勤続、結婚　今年もダブルでいただいて
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す。その他の出来事では、リンドバーグが大西洋横断飛行でニューヨークか
らパリまで行く事に成功し、大歓迎を受けました。帰りはアメリカ海軍の軍用
艦100隻ぐらいの大船団で迎えに行ったそうです。何故こんなことで沸くの
かについて、当然であるという結論を出しました。丁度その頃にキリスト教
が、猿から人間に進化したという事を真っ向から否定したことに対して裁判
沙汰になり、進化論は間違っていると判決されました。それはおかしいとい
う事で大論争となり、宗教否定につながって行ったそうです。価値観自体が
ひっくり返ってしまう時代でした。
　1928年はものすごい好景気で、1929年には破綻し大恐慌が起き、余波
がドイツで600万人の失業者が出るなど、ヨーロッパでは多大なあおりを受
けました。ルーズベルトはソ連の手法（計画経済）を取り入れて危機を乗り
切り、「最も我々が恐れなければならない事は自らの中にある恐怖である」
と言いました。私はこの言葉と芥川龍之介のおぼろげな不安が近いのでは
ないかと感じています。母が書いた「希望」はその解答ではないのか、それ
を乗り切るには、みんなが光り輝いていて、「希望」を持ち答えを出す。相手
の気持ちを汲むのが基本的に大事じゃないかと思います。
　「民藝」の中で言っている柳宗悦の思想は、「超常現象を調べる科学は、
今の超常現象を否定するのが科学ではない、それが解明できないなら解明
しようとするのが科学である」ということであります。職人がロクロを回す時、
神が職人の手に降りてきて無我の境地で物を作っている、だから美しいの
だという言い方をします。「職人は単純に物を作るだけでなく、思想性・宗教
性が無ければならない」そして、人間というものは、民芸品（土産物）を出し
てはならない。「民藝とは弱者から学ぶものであり、強者の押しつけを廃する
ものである」このような時代であればこそ、国内外に広く知らせていきたいと
思います。


