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例会開始前の握手会 

国歌並びにロータリーソング斉唱  

国歌 君が代 

ロータリーソング 奉仕の理想 

 

ロータリーの目的・四つのテスト 

 加藤 勉 会員 

 
 

会長挨拶 柿沼洋一 会長 

こんにちは。 

2 月、今月は「平和と紛争予

防/紛争解決月間」です。1 月

は「職業奉仕月間」でした。地

区委員会のスケジュールの関

係で来週地区の職業奉仕委

員会より卓話者をお招きし、少し遅れた卓話を

お聞きしたいと思います。 

1 月、2 月の月間テーマには直接関係有りま

せんが、『孫子』のことは皆さんよくご承知のこと

と思います。今から 2,500 年ほど前に中国の軍
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事思想家孫武が著したとされている、兵法書で

す。現代のビジネスにも参考になるとして様々な

解説本が出版されています。しかし、日本でも

いまから約 1,000年前の平安時代に『闘戦経』と

云う兵法書が大江匡房（まさふさ）と云う人によ

って書かれておりました。 

この大江匡房は、『孫子』は戦いに勝つことを

教えた。『闘戦経』は世を治める道を教えている。

次元が違う、と言っています。 

どういうことか？ 

「武」という字は、戈(矛・ほこ)を止（とめる）とい

う字で、矛を収めるという意味を含む。 

全てをやっつけてしまっては何も無くなるし、

恨みも残してしまう。まさに中国の歴史そのもの

ではないでしょうか？中国大陸ではずっと戦闘、

紛争が絶えません。他を偽り、貶め、争いの連

続です。 

矛を収めることで無益な殺戮をしないことで、

遺恨も最小限に出来る。武の力によって混沌と

したものに秩序を与えていくことが大事。と説い

ています。なぜなら、国家とは人々が一緒に暮

らしていけるための『秩序』を支える存在だから。

『闘戦経』の大前提は「武」というものは「秩序」を

生み出すもの。であり結果世を治める道を教え

ている。となるのだそうです。 

湾岸戦争では、国家が崩壊し民衆を守る秩

序が無くなってしまいました。危険が伴う中で多

国籍軍の一環として自衛隊が進出し飲料水の

提供や学校建設、インフラの整備等で生活を支

え、現地の人々に感謝されました。戦闘はしま

せんでしたが、自衛隊が進出したことで現地の

人々が武装勢力の餌食にならなかったことは疑

う余地はないと思います。自衛隊の「武」が現地

の生活の秩序を作るうえで力になったことでしょ

う。 

時代はさかのぼりますが、おそらく武士を中心

に知識階級の先人たちは闘戦経を学んでいた

のだと思いますし、日本人の文化、習慣、思考

などに大きな影響を与えているように感じます。

それは中国の古い文献では、相手を騙すことも

1 つの作戦として良いことだと教えています。日

本の闘戦経では、「まず真実を良しとする。偽り

は所詮偽りに過ぎない。真実であればやがては

っきりとした結果を生む。」さらに、正々堂々と戦

うことが大事で、潔さを求めています。明らかに

異なります。私たち日本人そのもの！！と思わ

れて仕方ありません。もちろん綺麗ごとだけで国

や人々を守ることが出来るとは思っていません

が、精神はそのように持ちたいと思います。中国

には四書五経をはじめ素晴らしいものが有るこ

とも事実です。 

少し視点を変えますが、「フランダースの犬」と

云う小説があります。あのお話はヨーロッパ諸国

の人たちにはあまり評価されていないのだそう

です。敗者の話だという理由からだそうです。清

貧に生き、潔く亡くなっていった主人公のどこが

敗者なのでしょうか？ 

日本人にしか評価されなかったのは残念です

が、あの小説を読み、またアニメで見て涙できる

精神を持ち合わせている日本人で良かったとつ

くづく思います。 

また、世界中で日本語でしか表現できない言

葉があります。『もったいない』 『わびさび』 『い

ただきます』 『お陰様』など日本人ならではの

表現、繊細な感覚や自分以外のものへの心配

り、更には今自分の目前にはないものへの畏敬

の念を自然に表現できる想像力。素晴らしいこ

とだと思います。 

何が言いたいのかというと、日本人の精神の

根底には「他を思いやりながらも志をもって一途

に生きることの大切さ」というものが有るのだとい

うこと。そして「闘戦経」という兵法書があることを

知り、これまで述べたことを感じられたこの一週

間でした。ということです。 

本日も宜しくお願い致します。 
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幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 2 月 3 日（金）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 

18時～   

2. 2 月 15 日（水）移動例会 

歌舞伎観劇  29 名参加予定

（内事務局 2名） 

 13：10分鴻巣駅集合 

3. 2月 21日（火）移動例会 4C合同例会 

 場所：鴻巣市市民活動センター  

18時 30分受付 18時 50分点鐘予定 

4. 2月 22日（水）第 9回会長幹事会開催予定 

柿沼会長 田邊幹事出席予定 

5. 2 月 24 日（金）地区ロータリー財団補助金

管理セミナー 

 場所：市民会館おおみや 12時 30分～ 

 坂口会長エレクト出席予定 

結婚・誕生祝い 

会員誕生祝い 

馬場知行 会員 

2月 6日に 68歳にな

ります。自分では若い

つもりでも高齢者となり、

体のあちこちにガタが

来ております。これから

も頑張ります。 

 

蓮江郁夫 会員 

2月 9日で 75歳にな

ります。2 月 1 日が娘の

5 歳の誕生日なので、

あと 15 年頑張りたいと

思っております。 

 

石井英男 会員 

ますます若返ります。

有難うございます。 

 

 

 

大澤二三夫 会員 

2月 22日で 61歳に

なります。去年は身内

に不幸があったのです

が厄年にはやはりそれ

なりの理由があるようで

す。これからは皆さんと

楽しく年を重ねたいと思います。 

青木日出光 会員 

本日はありがとうござ

いました。今月の 24 日

で、とうとう 50 歳を迎え

てしまうことになりました。

自分が 50歳になるとい

うことは信じられません

が節目としてしっかりした大人にならなければと

考えております。 

細野潤一 会員 

誕生日のお祝いあり

がとうございます。2 月

26日で 69歳になります。

この頃は誕生日の祝い

もいただく機会が非常

に減りました。今年はス

キーをもっとうまくなりたいと思っています。今後

ともよろしくお願いします。 

大島美智子 事務局員 

今月の 16日で 61歳

になります。いくつにな

ってもお祝いしていた

だくのはうれしいです。

お花を頂くのは気持ち

も明るくなります。あり

がとうございます。 
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配偶者誕生祝い 

津田仁美 様 

家内の誕生日は 2月

10 日です。ちょうど 80

歳になります。私と合わ

せて 163歳です。歳をと

るといろんなことがあり

ますね、女房の体調が

悪いみたいです。あまり無理しないようにと云っ

ていますが云うことを聞き入れません。まあ年に

負けないよう頑張ります。 

成田康雄 様 

誕生月祝いを頂戴い

たしましてありがとうござ

います。歳を重ねる毎

に無理をせず無理をせ

ずを心して、私は無理

をして無理をして今年

も頑張って参ります。よろしくお願い致します。 

寺澤トシ 様 

 家内は一日中飛び廻

っております。スタミナ

はどこから出るのか一

日中飛び廻っておりま

す。きっとそばうどんの

おつゆの出しにあるの

かなと思っております。たぶんそばつゆの中に

昆布、かつお節が入っており、それがもとかと思

います。 

間室伸子 様 

 家内は 2 月 24 日で

69 歳になります。ハン

ギングバスケット協会の

本部講師として、世界

ラン展の展示を頼まれ

ていて現在奮闘中で

す。 

 

御結婚月祝い 

坂口正城 会員 

今年 3日に 33回の

祝いになります。現在

理由ありで別居中です

が、週 1回の顔合わせ

位でいつも新鮮な気

持ちです。 

田邊 聖 会員 

2月16日が結婚記念

日で 26 年になります。

24 歳の長女と 21 歳の

長男の二人の子宝に恵

まれました。長女は社

会人 4年目で長男は大

学 2年生でまだまだ子育てが終わっていません。

家庭では特別なお祝いはしませんが、長男が

大学を卒業して子育てが終わった時には盛大

にお祝いをしようと思っています。本日はありが

とうございました。 

宮内たけし 会員 

結婚 48年を迎えます。

これからも仲良く続けて

まいります。ありがとうご

ざいました。 

 

乾杯 朝見卓也 会員 
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委員会報告    

広報雑誌委員会 松本安永 委員長 

ロータリーの友 2月号の紹介 

横組み 7 ページから「合併

……その後」と題した特集記

事があります。 

身近なところでは 8 ページ

には第 2770 地区、八潮みら

いロータリークラブ（八潮中央

RC＋八潮シティRC）の記事が載っています。ほ

かに 9ページ、10ページと東京福生 RC と熊本

東 RCの記事が続いています。 

横組み 11 ページからロータリー財団 100 周

年を地区補助金の活用をした取り組みが特集さ

れています。事業の内容はこれからの活動の参

考になるかと思います。 

縦組み 23ページと 29ページにはロータリー

アットワークのくくりで第 2770 地区の浦和ダイヤ

モンド RC・浦和東 RC と大宮西 RCの活動が紹

介されています。 

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

次回実行委員会は 2 月 3 日、市民活動セン

ターにて行います。実行委員 13名の内 12名の

出席の返事をいただいています。 

来賓の予定者はほぼ確定しており、これから

招待状の手配を協議していきます。 

また当日会場の入り口に、写真を展示できる

ようボードを用意したいと考えています。これま

でのクラブとしての活動の写真と、各会員の奉

仕活動の写真を展示したいと考えていますので、

素材の提供をお願いいたします。 

25周年実行委員会記念誌部会 

 寺西修身 部会長 

小林玲子会員が病気療養

中ということで記念誌部会を任

されています。 

今まで皆さんでやってきた

「ふれあい鴻巣ウォーキング」、

「ふるさとの杜」、「中学生職場

体験事業」、「献血」、「ふれあい広場」、「地区

補助金事業」、「青少年交流事業」などの奉仕

活動の写真と会員個々の事業所の紹介とそれ

ぞれの奉仕活動、地域活動の記事の提供をお

願いいたします。 

2月末から 3月中旬を目安に頂きたいと思い

ますのでよろしくお願い致します。。 

花チャリティ 間室照雄 会員 

 

アザレア：つつじの仲間で

寒さにも強く、霜が降らなくな

ったら地植えができます。花

が終わった後、刈り込んでい

ただくと、整った形になります。

草花用肥料は濃すぎるので、

発行油かすなどの肥料が適しています。 

出席報告           山口光男 委員長 

 

 本日 修正 

 2月 1日 1月 25日 1月 18日 

 1180回 1179回 1178回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 23 20 21 

欠 席 数 8 11 10 

例会出席率 74.19% 64.52% 67.74% 

Ｍ Ｕ 数 0 3 3 

合計出席数 23 23 24 

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

 

 

前回までの合計 485,943 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 508,943 円  
 

 

 

 

 

今後の予定 

 

 

 

個人スマイル 

 宮内たけし会員…2 月 20 日長山洋子さんコンサートお

蔭様で昼・夜とも完売いたしました。ありがと

うございました。 

スマイル 1  創立 25 周年記念日迄、壱百六日となりまし

た。各担当委員会の皆様宜しくお願い致し

ます。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝

会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山

口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫

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・青木日出光会

員・朝見卓也会員 

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 16日

（木） 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

全体会 

鴻巣市総合福祉センター 

2月 21日

（火） 

第 1183回移動例会 

4RC合同例会 吹上 RC主

幹 

2月 22日

（水） 
振替休会 

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 

3月 15日

（水） 
振替休会 

3月 16日

（木） 

第 1186回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

全体会 

鴻巣市総合福祉センター 

3月 22日

（水） 

第 1187回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

3月 29日

（水） 

第 1188回通常例会 

会員卓話 

4月 5日

（水） 

第 1189回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

4月 12日

（水） 
振替休会 

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 


