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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

こんにちは。 

先ずは、先週赤

十字から表彰状を

戴きましたのでご

披露いたします。

累積での高額寄

付に対する表彰

です。また、先週 PRと協賛の依頼で来られた鴻

巣びっくりひな祭り実行委員会、中屋敷会長か

ら「お陰様で多くの協賛金を戴くことが出来有難

うございました」との感謝の言葉を戴きました。ご

報告いたします。 

さて、会長挨拶も 7 ヵ月続けますと話のネタが

乏しくなってまいりました。息が上がりそうな感じ

がしています。歴代の皆様はどうだったのでしょ

うか？ 私にとってはとっても重労働です。 

なにせ会員の皆様は、私より年長の方がほと

んどで、筋金入りの事業家・経営者でもあります。

半端なことを言おうものならばすぐに見透かされ

翌週からは話を聞いてもらえないのではないか

という、大げさに言うと恐怖心を感じることがあり

ます。まだまだ若輩者の私が政治や経済まして

や経営のことに関して話をすれば「何言ってん

だ！ そんなことはとっくの昔から知っているワァ

～！！」と、いう声が聞こえてきそうでもあります。

ロータリーのことについても同様です。 

しかし、ちょっとだけ気持ちが楽になる話を聞

く機会がありました。23 日の月曜日に日本石材

産業協会 埼玉県支部の新年会があり、『ほめる

達人協会』認定講師の竹内朝子氏の講演を聞

いたことです。講師は 42 歳、私たちのほとんど

が講師よりも年長です。専門家とはいえやはり

年上の方々を前に講演やセミナーをするのはか

なりのプレッシャーが掛かると言ってました。そ

の講演の話中で 

1.成長し続ける人生のために、また成長し続

けている人の共通点は何かというと、他人の話

を聞いた時に（聞いている時に） 

❶知っているか知らないかではなく、『今』自

分が出来ているかどうか？ と考える。 

 ❷自分に関係するかどうかではなく、自分に

置き換えて考えてみる。自分には関係ないがひ

ょっとしたらチャンスかも 

 ❸3D を言わない。「でも」「だって」「どう

せ・・・」なんて考えずにまずは実践してみる。と

いう共通項があるそうです。 

ということですので、私の稚拙な内容の話でも

そんな気持ちで聞いていただけると有難いで

す。 

そしてさらに次のように続きました。 

2.「褒める」とは「人」「モノ」「起きる出来事」の

価値を発見して、伝えること。と・・・・・聞いてなる

ほど！！と納得いたしました。 

「ほめる達人協会」の目的の 1 つに、人のこと

を褒められるということは、相手の良いところにフ

ォーカスしているということで、「人の魅力に注目

して生きることで自分も人も伸ばせる人物に成

る。」と云うのが有るそうです。結構面白い講演

でした。 

本日の馬場知行会員のロータリービジョンも

楽しく聞かせて頂こうと思います。 

本日も宜しくお願い致します。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 2月 3日（水）第 8回 25

周年実行委員会開催予

定 

場所：鴻巣市市民活動

センター活動センター 

18時～ 

2. 2 月 13 日 第 24 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング総務部会開催予定 

場所：和風レストランとき 18時 30分～ 

3. 2月 16日（木）第 24回ふれあい鴻巣ウォー

キング全体会議開催予定 

場所：鴻巣市福祉センター 18時～ 

 



3 / 6 

 
 

地区出向者報告 

津田健三 会員 

2017～2018年度 諮問委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問委員という大事な役割

をまた担うことになりました。 

いろんな大事なチェックの

あり方を検討することが多くあ

りますがその他に RIへの地区

としての要請事項案も申し込

むこともあります。いずれにしても私共クラブとし

て何か検討事項（要請事項）があれば何時でも

申し付けてください。 

井上脩士 会員 

2017～2018年度 

 米山記念奨学学友選考委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度（大貫年度）、米山記

念奨学学友選考委員会の委

員として出向する事になりまし

た。奨学生を選考するにあたり、

選考試験の準備、学校側との

打ち合わせなど大変なところの

ようです。できる範囲で頑張りたいと思います。 

大澤二三夫 会員 

2017～2018年度 ブライダル委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の出向委員会、会

員増強維持委員会が明日

26日に開催されます。 

本日、次年度出向委嘱

書を頂きました。ブライダル

委員として頑張ります。 

寺西修身 会員 

2017～2018年度 地区副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 9月以降勉強会、親睦

を重ねてきましたが本年 2 月

以降具体的な会合、活動に入

ります。まだまだ経験不足です

が諸先輩に教わり、大貫ガバ

ナーを支えていきます。 
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委員会報告    

ふれあい鴻巣ウォーキング 木下純一 委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキングの

全大会が 2月 16日（木）に開催

されます。参加対象は全員で

すのでよろしくお願いいたしま

す。 

それに先立ちまして各委員

会の委員長、副委員長による総務部会を開催

いたします。 

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

記念誌部会から会員紹介

のページと各会員の奉仕活動

の写真またはデータの提供を

お願いいたします。追って部

会長の寺西会員より書面で依

頼させていただきます。 

次の実行委員会の開催は 2月 3日（金）市民

活動センター活動室において 18:00～ 

会員卓話  

ロータリービジョン 馬場知行 会員 

卓話の依頼があってから何

を話せばよいか考えてはいまし

たが、結局頭の整理がつかず、

レジメも用意しませんでしたの

で、行き当たりばったりになると

思います。ロータリーへの思い

と、私が現在思っていることをお話ししたいと思

います。 

RI会長の提唱するテーマ「人類に奉仕するロ

ータリー」で、奉仕とは何かを考えてみたいと思

います。私たちを｢一人前の成人｣とみなす要件

として、少なくとも自分一人だけのために行動す

るのではなく、他人・社会あるいは世界のためと

いう理念を持って、そして自分の職業を通じて

社会に貢献することが求められていると思いま

す。その職業人の集まり、つまり集団として地域

社会に奉仕するのが、我々ロータリーや各種の

組織活動を行っている団体であると思います。 

つい最近、僧侶の研修会があって、そこでの

宗教の話がありましたが、日本の仏教や世界で

は大多数を占めるキリスト教とイスラム教の違い

は何か。皆さん何だと思いますか。組織活動を

する集団に一定の人格を認めるのを法人と呼ん

でいます。自分も宗教法人を名乗っていますし、

各種法人があります。この法人という考え方を全

く持たない、認めないのがイスラム教であり、人

は神から個々に作られたもので、神と自分との

繋がりしか考えない。つまりみんなで協力しよう

という発想がない。それでは、「あなた」と「わたし」

どちらが正しいといった場合、戦って勝った方が

正しいとなる。だから国内でもあるいは同じイス

ラム教でありながらも、民族の違いでけんかや

戦争ばかりしている。キリスト教でも争いがない

わけではありませんが、仏教国である日本には、

意見の違いはあっても、国内で争うことはありま

せん。仏教にも二つの考え方があり、「個人」を

中心に考える小乗仏教と「自分を含めてみんな」

を大切にと考える大乗仏教とがあり日本は後者

です。ですから日本の仏教は、今後時代の変

化に対応して進化し続ければ、この先見通しは

たしかというのが、その学者のお話でした。 

とは言っても、現在お寺は危機感を持ってい

ます。今や葬式をやらず、法事もなく、お墓もい

らないという昨今です。果たして今後寺はどうや

って生き残っていけるか、深刻に考えています。

選定されて生き残れないことがあるやもしれませ

ん。確かに手入れを怠り草だらけでは誰も寄り

付きません。一方で｢パワースポット｣と称し人々

が押し寄せる任意の神社仏閣もあります。それ

も有名な大きい本山クラスでもなくても、賑わっ

ているお寺や神社があります。それは地域の特

徴（風習や歴史）を上手に生かしその社寺を品

位あらしめているからだと思います。私はそれを

敢えて「ブランド化」と捉えて今後寺院経営に生

かそうと考えます。 

ロータリー歴でいうと、私もチャーターメンバ

ーですので、四半世紀も携わってきましたが、

あまり主体的でなく皆さんの後を追いかけてきた
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ように感じます。今、倫理法人会にも所属して

日々勉強させていただいておりますがロータリ

ーも同じ職業人の集まりですので、ためになると

思って聴いてもらえたらと考えます。教えの中に、

「まことの働きにより、人を助け、人を救い、人の

喜びをわが喜びとする、その喜び、これこそ地

上無比の喜びである」そしてまた「自分の只今

ついている仕事の尊さを悟って、懸命に働くとき、

自然に与えられる楽しみ、これは何物にも替え

ることのできぬ人生の喜びである、最高至上の

歓喜である」どうでしょうか。職業を通じての奉仕

まさにロータリアンの神髄を言い当てていません

でしょうか。でも、大上段に構えることはありませ

ん。身近なことから始めましょう。まさに地域に根

差して、明るい世の中を作るためにも、私たち自

身が明るく和気藹々の仲間つくりを目指しましょ

う。ということで今年度会員増強委員長として、

お約束の純増 3 名のうち、残り 2 名の増強を皆

さんと一緒にやっていきましょう。 

私の履歴書の時にお話ししましたように、馬

場家の先祖が 400 年前に私が住職をしている

宝持寺とご縁があった。そして兄弟の中で私の

み現在の寺で生まれ、住所の本籍も変わらない

という縁も重なり、田舎の小さな寺ではあります

が、何か魅力あるブランド化された別格本山を

目指して頑張っていきたいと思います。抽象的

な話が多かったと思いますが、今後予定されて

いる寺の創建者の渡辺綱没後 1000 年の一大

行事について今取り組み始めています。具体的

な事が決まりましたらぜひ、皆さんにもご協力お

願いします。本日はご清聴有り難うございまし

た。 

出席報告           山口光男 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 1月 25日 1月 18日 1月 11日 

 1179回 1178回 1177回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 20 21 21 

欠 席 数 11 10 10 

例会出席率 64.52% 67.74% 67.74% 

Ｍ Ｕ 数 3 3 0 

合計出席数 23 24 21 

出 席 率 74.19% 77.42% 67.74% 
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スマイル報告  寺西修身 副 SAA 

 
 

 

前回までの合計 465,943 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 485,943 円  
 

 

 

日本赤十字社 感謝状 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人スマイル 

 馬場知行会員…前回欠席しました。 

スマイル 1  ここ厳しい寒さを迎え身も縮み上がってま

す。春はすぐそこに健康で乗り切りましょう。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉

会員・寺澤銀三会員・山口光男会員・松本安永会員・井

上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋

一会員・坂口正城会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・

成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一会員・青木

日出光会員・宮内たけし会員 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 

2月 1日

（水） 

第 1180回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

2月 8日

（水） 

第 1181回通常例会 

外来卓話 

2月 15日

（水） 

第 1182回移動例会 

歌舞伎の観劇 

2月 21日

（火） 

第 1183回移動例会 

4RC合同例会 吹上 RC主幹 

3月 1日

（水） 

第 1184回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

3月 8日

（水） 

第 1185回通常例会 

外来卓話 

 鴻巣市長 原口和久様 


