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2017年10 月 13 日（金）

週 報

第

1258 回 例 会

第 2780 地区

第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ
◆ロータリーソング 〜我等の生業〜
◆誕生祝【関口会員】【長谷川会員】
◆結婚祝【牧石会員】【麻生会員】【横山会員】
◆委員会報告
【職業奉仕委員会

事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870 FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/
例会場：ホテルサンライフガーデン
例会日：毎週金曜日 12：00〜13：30

近藤幹事】【清水会員】【黒柳委員長】

◆卓話【第 8 グループ

国際ロータリー 本年度テーマ

常盤卓嗣ガバナー補佐】

◎ロータリーソング 〜我等の生業〜
◎ 幹事報告 【近藤幹事】
本日は、常盤ガバナー補佐、幹事補佐の秋山様よろしくお願いします。

１０月２７日のガバナー訪問のレクチャーをして下さいます。しっかり聞いてくだ

さい。今日は「何でも相談会」の詳細報告がありますので、よろしくお願いします。

◎ 会長挨拶 【三富会長】
先週は仕事と睡眠についてお話しました。今日は仕事と幸福感のお話をします。
人が「幸福」を感じる要因とは何でしょうか？

真っ先に思いつくのはお金、すな

わち収入です。たしかに収入が高ければ高いほど、住居や食事、衣服や嗜好品にた
くさんのお金をかけて贅沢ができます。

ところが、アメリカのプリンストン大学名誉教授が驚くべき研究結果を発表しまし
三富会長

た。

それは、「幸福は、年収 7 万 5000 ドルまでは収入に比例して増大するのに対し、7

万 5000 ドルを超えると比例しなくなる」というものです。7 万 5000 ドルですと、
日本円で 850 万円くらいでしょうか。

なぜ「収入が高いほど幸せ」とはならないのでしょうか。その理由は、お金によっ
て満たされるのは、あくまでも「生活満足度」だけで、「幸福度」ではないという結
果でした。

「生活満足」は持続時間の短い感情的満足です。家やクルマ、外食などの消費で得る
ことができますが、次第に飽きてしまうものです。

一方、「幸福」とは、長期的に安定した心を満たしてくれるものです。友人とのつな

がり、築き上げた家族、今まで歩んできた人生の充実感。これらは「お金では買え
ないもの」だと言えます。

そのため、ある一定以上の収入は「生活満足度」を引き上げることはあっても、「幸
福度」にはあまり関係ないようです。

では幸福を感じる要因はなんでしょうか。

ある経済学者が、周囲との比較で満足を得るものを「地位財」、他人との相対比較と
は関係なく幸せが得られるものを「非地位財」と分類しました。

「地位財」とは、所得や貯蓄、役職などの社会的地位、家やクルマなどの物的財。
「非地位財」は、健康、自由、愛情などです。

この 2 つの違いは、幸福の持続性が異なることです。
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会長挨拶続き

ここで、「地位財」「非地位財」の分類を踏まえ、幸せになるためにはどんな要素が
重要なのか、そのヒントをご紹介したいと思います。

① 「やってみよう！」という志。自己実現と成長の因子です。

② 「ありがとう！」という気持ち。つながりと感謝の因子です。
③ 「なんとかなる！」という考え。前向きと楽観の因子です

④ 「あなたらしく！」という心の持ち方。独立とマイペースの因子です。
この 4 つの因子を念頭において行動すれば、より効率的に幸せになれかもしれません。
また、実は人間は年を取れば取るほど、自然に幸せを感じやすくなるようにできて
いるそうです。60 代以降は概ねどのような状況の人でも満足度が上がることがわかっ
ています。

がむしゃらに働いて、出世を目指す、そういう生き方は「地位財」を増やすだけで、
その幸福は持続しません。

仕事はそこそこでも、家族や友人との時間をしっかり持てているほうが、
「非地位財」
を増やせるかも知れません。

みなさんもぜひこの機会に、自分にとっての幸せを考えてみてください。

◎ 誕生祝
【関口会員】

誕生祝有難うございます。でもこの年になると来ないといいなと思うようになりま
した。６０歳になります。これからもよろしくお願いします。

【長谷川会員】

１０月１０日で６７歳になりました。いつも思うことは一年とても早いなと言うこ
とです。一年の過ぎるのは年齢と同じで６０才の人は時速６０キロで過ぎていくわ

けですから早いのも当たり前ですね。今はどこも悪いところがないので、これから
も健康で過ごして行きたいです。
関口会員

三富会長

長谷川会員

◎ 結婚祝
【牧石会員】

結婚祝有難うございました。先日女房と４２年意外と早かったねと言う話を
しました。後亡くなるまでに半分無いねと言う話もしました。これからも仲
良く生きて行きたいと思います。

【麻生会員】

杉崎会員

いつもお祝いの花が届いて思い出します。今年結婚４６年になると思います。
あと、３･４年で金婚式になるわけですが、一年時速７０キロで走っているわ
けですから、息切れしないようにがんばります。

牧石会員

麻生会員

横山会員

【横山会員】

結婚祝有難うございます。苦節４６年、良くここまで来たなと思っています。
これも偏に愛を育ててきた結果だと思います。
ただ一言「奥さんありがとう」
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◎ 委員会報告
【職業奉仕委員会

近藤幹事】

「何でも相談会」ですが、集合時間は先行入場者は９時半に搬入口、そのほかの会員
の方は１０時にラスカホールにお願いします。

詳細は別紙を参照して下さい。襷･ブルーのネクタイ着用でお願いします。

役割担当に割り振られている方はよろしくお願いします。本日「ジャーナル」に告
知が掲載されています。確認して下さい。
清水会員

【清水会員】

「ナパサ」で放送されることになりました。関口会員と大森会員にお願いしました。
「何

でも相談会」だけでなく「ロータリー」についても離していただけるような番組に
なると思いますので、興味のある方は是非聞いてみてください。

【黒柳委員長】

地区から「会員増強・会員維持セミナー〜ロータリーの魅力のためのセミナー〜」

黒柳会員

の案内が届いていますので、お時間がある方は是非参加してみてください。１１月
２４日（金）例会後になりますが参加者は申し出てください。

◎ 出席報告【笠原会員】
会員

４２名

出席義務者

４０名

出席者

３０名

出席率

７５％

笠原会員

◎ 卓話

第 8 グループガバナー補佐

常盤卓嗣様（平塚ロータリークラブ）

時代とともにロータリーの価値観は大きく変わろうとしています。本年度 RI 会長イ

アンライズリー氏は、ロータリー変化をもたらすとメッセージを発信しています。又、
大谷ガバナーはクラブの活性化と会員増強維持を重点事項として一年間活動してい

く事となっています。地区の方針を正しくクラブに伝え、クラブの声を地区に伝える、
その役回りをしっかり果たして参りたいと考え一年間行動していきます。よろしく
常磐ガバナー補佐

御協力の程お願い申し上げます。

卓話者紹介
生年月日
所属クラブ
職業分類
職業／役職

1955 年（昭和 30 年）7 月 11 日
平塚ロータリークラブ
衣料品小売
株式会社トキワヤ 代表取締役

◎ロータリー歴
1996 年 10 月 3 日
2004 年〜2005 年度
2012 年〜2013 年度
2015 年〜2016 年度
2016 年〜2017 年度

平塚ロータリークラブ入会
平塚ロータリークラブ幹事
第 8 グループ IM 実行委員長
平塚ロータリークラブ会長
地区クラブ管理運営委委員会委員

平塚ロータリークラブ創立 60 周年記念行事実行委員長
マルチプロフェロー／米山功労者
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◎スマイル報告
ガバナー補佐

常盤様

ガバナー補佐幹事

秋山様

本日はガバナー公式訪問の前の訪問をさせて頂きます。何か先日もお伺
いした感じですがよろしくお願いします。
三富会長

常盤ガバナー補佐、平塚湘南ＲＣへようこそお越しくださいました。本
日卓話よろしくお願いします。

近藤幹事

常盤さん、秋山さん雨の中ご苦労様です。よろしくお願いします。

芦川会員

常盤 ,Ａ,Ｇ、天気の悪い中ご苦労様です。

麻生会員

明日、伊勢原道灌祭りです。雨は嫌ですね。常盤ガバナー補佐、ようこそ。

大森会員

常盤ガバナー補佐、ようこそ平塚湘南へ。本日、よろしくお願いします。
古木さんがいないのでのびのびやってください。

小沢会員

本日は常盤様ようこそいらっしゃいました。急に寒くなりました。体調
管理に気を付けたいものですね。

柏木会員

常盤ＡＧ、本日は宜しくい願いします。22 日の投票日も宜しくお願い
します

河合会員

常盤ガバナー補佐、秋山様、お忙しい中ようこそお越しいただきました！
宜しくお願い致します。

川内会員

本日は、会頭の卓話楽しみにしてまいりました。よろしくお願いいたし
ます。

黒柳会員

常盤様、秋山様ようこそおいで下さいました。あ - ！松岡さんもようこ
そ！

下田会員

常盤ガバナー補佐、本日はお越しいただきましてありがとうございまし
た。先日の新入会員の集いでは一緒にお写真を撮って頂きありがとうご
ざいました。今後ともよろしくお願いいたします。

真道会員

賃貸物件ですが事務所をハス向かいに移動しました。お寄りください。

関口会員

常盤ガバナー補佐、本日はご苦労様です。誕生祝ありがとうございます。

曽我会員

常盤ガバナー補佐の話を楽しみに来ました。よろしくお願いします。

徳永会員

なんでも相談会の広告文案にミスプリが出て申し訳ありませんでした。
来週号で再び訂正済み広告を掲載します。

長谷川会員

常盤ガバナー補佐、本日はよろしくお願いいたします。誕生祝を有難う
ございました！

原 ( 康 ) 会員

気温差が激しい今日この頃です。体に気をつけてください。常盤ガナバー
補佐ようこそいらっしゃいました。

牧石会員

今日は筋トレ後、中 2 日目で筋肉ガタガタです。朝起きるのがつらい。

横山会員

結婚祝いありがとうございました。長いようであっという間の 46 年間
でした。これからも、愛をはぐくんでいきたいと思います。

吉野会員

常盤ガバナー補佐、秋山様本日は宜しくお願い致します。

