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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２５４ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 9月 20日（火）  ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 坪井 明親睦委員長          ・発行月日 平成 28年 9月 27日（火） 

・来訪者名 鈴木 宏様（株式会社東京しょくいく） 

 

佐々岡 修会長 

.               皆さん、こんにちは。9 

                月の基本的教育と識字率

向上月間に、浅水ガバナー

が次のような言葉を寄せ

ています。「教育・識字率

向上に向けた奉仕活動は、

地味ではありますが国や

地域を根本から良い方向 

に変えていく極めて強力

なものであり、その効果が目に見えて現れるにはある程度

の時間がかかります。単発の支援は、効果を将来に向かっ

て継続させるようなものでなければ価値がないこともあ

ります。我々は、本当に人々に求められる、実効性のある

支援をするように心掛ける必要があるのです。」 

奉仕活動は健康でなければできません。健康で長生きす

ることは誰しも願うところですが、ひとたび病気やけがを

すれば年齢を重ねるほど治癒に時間がかかり、場合によっ

ては寝たきりの状態になることもあります。仕事、ロータ

リー活動、共にしっかり取り組めるよう健康には十分留意

しましょう。 

 

 

１．「地区大会記念チャリテ 

  ィーゴルフ大会の組み 

  合わせ」が送付されてい 

ますので掲示します。 

２．地区より「ロータリー財 

  団 100 周年記念横断幕 

  およびパネル貸出しに 

  ついての案内」がきてい 

ます。 

３．地区より「信任状提出のお願い」がきています。 

（地区大会および地区決議会で投票するための選挙人選出） 

 

 

■親睦委員会             坪井 明委員長 

家族親睦旅行（10／8）参加者は現在 19 名、集合時間等 

詳細については後日ご案内させていただきます。申し込み 

は 26 日までとなります。 

■地区大会実行委員会について      高橋 護委員 

「地区大会実行委員会開催の案内」がきていますのでお知 

らせします。10 月に 2 回開催されます。 

1 回目   日  時：10 月 14 日（金）pm6：30～ 

場  所：越谷南 RC 例会場 

2 回目   日  時：10 月 31 日（月）pm6：00～ 

     場  所：越谷コミュニティセンター 欅の間 

■第 14 回国際食文化交流会について  佐々岡 修会長 

第 14 回国際食文化交流会を来年 1／22（日）、武藤会員の 

事業所をお借りして開催することになりました。その準備 

として 10／18 に文教大学へ挨拶に伺って打ち合わせを行 

います。開催までに留学生を例会へ招待して交流を図りた 

いと思いますので、ご協力のほどお願い致します。 

 

小池和義会員 

皆さん、こんにちは。こ 

のような機会を与えていた 

だき感謝致します。昨年は 

会長として毎例会時の挨拶 

をさせていただきましたが、 

自己紹介を含めた卓話をす 

る機会がこれまでになかっ 

たように思いますので、そ 

ういったことも含めてお話 

をさせていただきます。私は Web 制作と DTP を中心に商

いをしています。家族は妻と 2 人の子供、八千代市（千葉

県）に住んでいますが生まれ育ったのは船橋です。愛読書

「龍馬が行く」は私の人生に大きな影響を与えました。 

皆様にお話をするに当たり自分を客観的に分析してみ 

ました。私は面倒くさがり屋で争い事を好まず、人付き合 

いが長く続くタイプ、何事にも知恵を働かせるよう常に 

自分を躾けています。無駄な労力と時間を使わないよう、 

より効率の良い方法はないかと模索するのは面倒くさが 

り屋が影響しているのかもしれません。小学 3 年生のとき、 

掃除嫌いだった私は学級にある図書を毎日揃えることが 

面倒で楽な方法はないかと考え、本を読んだ人がきちんと 

元に戻せるようにテープを使って工夫したのですが、それ 

を先生に褒めてもらいました。また、牛乳キャップ集めが 

流行った小学 4 年生のとき、キャップを簡単に集められな 

いものか考えた末に学校給食の牛乳工場へ電話をしてキ 

次月・次週インフォメーション 

 9／27  通常例会（卓話） 

10／ 8(土) 家族親睦旅行 

     ／11  ガバナー補佐来訪 

 

 

中村隆雄幹事 



ャップを集めている話をしたところ、数日後に工場から茶

封筒に入った多種の牛乳キャップが届きました。いずれも

面倒くさがりの私が子供ながらに考えてとった行動が良

い結果になった嬉しい思い出として記憶に残っています。 

 学校卒業後、大塚商会へ勤めるようになって数字に追わ

れる日々が続き仕事の厳しさを実感します。その間に結婚

して子供も誕生しましたが、縁あって伊藤忠ウィンドウズ

へ転職、2 年後には地元の工務店へ、さらに事務機器販売

店で 8 年間勤務しました。大手企業と中小企業を経験して

私が感じたことは、人の質は大きく変わらないということ。

そして大きく異なるところは大手は誰でも売れる、誰でも

出来るシステムを持っているという点です。 

 「観光丸」は坂本龍馬が土佐藩を脱藩して一介の素浪人

という立場でありながら、幕臣勝海舟のもとで彼が初めて

手に入れた軍艦の名前ですが、脱サラをして初めて手に入

れた私の船にもその名前をつけました。幕末は様々な組織

や個人が様々な立場から目指すところをぶつけ合った時

期、いろいろな考え方がありました。そんな時代に日本国

というものを考え、行動を貫いたのが坂本龍馬です。参考

までに「龍馬が行く」から私の好きなくだりをご紹介しま

す。「議論などは、よほど重大なときでない限りしてはな

らぬと言い聞かせている。もし議論に勝ったにせよ、相手

の名誉をうばうだけのことである。通常、人間は議論に負

けても自分の所論や生き方は変えぬ生きものだし、負けた

あと持つのは負けた恨みだけである。」 

座右の銘は「知行合一」（知識と行動は一体である。本

当の知は実践を伴わなければならない。知識だけ持ってい

ても知っていることにならず、行動を起こして初めて知っ

ていることになるということ）、そのように努めていると

ころです。私の今後の目標は、関わるすべての人々に幸せ

を与えられる人間になることです。私とお付き合いをして

いただいた方が皆幸せになってくれるとよいと思ってい

ます。有名企業経営者の愛読書を記しましたので、興味の

ある方は手にとって読んでみてください。 

 

鈴木 宏様 

 先般は私の話を聞いてい

ただき、ありがとうござい

ました。先日、一週間ほど

モンゴルへ行ってきました。

今から 20 年ほど前、アジ

ア商工会議所に所属してい

ましたので 10年間は中国、

台湾、モンゴル、マレーシ

ア等アジアの国々と関わりながら仕事をしていました。そ

の関係で、モンゴルからやってきた力士が引退後ビジネス

マンになりたいという相談を受けてモンゴルへ行ったの

が 5 年前、現地の様々な経済人に会わせました。現在、彼

は両国でモンゴル料理の店を経営しながらモンゴル出身

者を研修する学校を作って日本との交流を図っています。 

 今回は 2 ヶ月ほど前にスーパーマーケットを経営して

いる知り合いからローソンを始めたいと相談があり、ロー 

ソンの国際部長に会わせるためにモンゴルへ行きました。 

 皆さんはモンゴルと言えば遊牧民とゲルをイメージさ 

れると思いますが、今やその発展ぶりは目を見張るものが

あります。10 年前におよそ 280 万人だった人口は、現在

330 万人ですから 50 万人ほど増えています。また建築ラ

ッシュの中で日本企業と提携している法人も多く、今年 10

月には東横インがオープンすることになっています。反面、

あまりにも急激な発展でバブルが弾けてしまうのではな

いか、といった見方もあるようです。10 月に現地の若者

や経済人と会うために再びモンゴルへ行くことになって

います。 

■スマイル報告 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

・台風の中、本日もよろしくお願いします。 佐々岡 修 

・台風が無事通過すると良いですね。たいへん涼しくなり  

ました。本日の例会、よろしくお願い致します。 

                      中村隆雄 

・台風 16 号関東に向かって来ますので気をつけましょう。 

              山下良雄 

・台風が近づいています。皆様、お気を付けください。今 

 日もよろしくお願いします。         坪井 明 

・毎日天気が悪く困りますね。        武藤正雄 

・お久し振りです！             山﨑晶弘 

・本日は休会と勘違いしました。申し訳ございません。 

仲 文成 

・本日もよろしくお願いします。       高橋 護 

・鈴木様、ようこそ！本日は卓話の機会を与えていただき 

 ありがとうございます。          小池和義 

                    小計 9,000 円 

■出席報告    小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

20 名 4 名 9 名  2 名 68.8％ 

 

『友』9 月号より 

死にざま 生きざま 

 死にざまはその人の死んだときの様子（死を迎える態

度）であり、この言葉自体には善悪の評価は全くありませ

ん。善悪の観点が分かれるとしたら、その人が往生したか、

醜い死に方をしたかの相違があるだけです。生きざまはそ

の人の人間性をまざまざと示した生活態度、ありよう、生

き方です。共に厳しい言葉です。生きるも死ぬも現実には

厳しく、はかない一面を感じます。生きざまと死にざまは

表裏一体です。自分がしたことが全て自分に返ってくるブ

ーメランの現象です。 

 死にざまは生きざまに出ます。大切なのは真剣に日々生

きていくことです。日々生かされている理由を考え、感謝

すること、それは自分の死に方、死にざまになるのでしょ

う。死ぬことがゴールならその目標に向かい、毎日精いっ

ぱい走り切りましょう。どんな死に方がよいのでしょうか。

それは老衰死です。眠るように死にたいものです。（中略） 

 日本の教育水準の高さは世界に誇れるものであるが、残

念ながら死についての教育という面ではまだまだ不十分

である。デス・エデュケーション（死への準備教育）は、

社会の重要な責務の一つではないでしょうか。 

山梨熙一郎氏（平塚北） 


