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例会開始前の握手会 

司会進行 石井英男 SAA 

 

国歌及びロータリーソング斉唱  

国歌 君 が 代 

ロータリーソング 我らが生業 

 

四つのテスト唱和  

加藤 勉 会員 

 

例会プログラム 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

国歌及びロータリーソング斉唱 

国歌 君が代 

ロータリーソング 我等が生業 

四つのテスト 加藤 勉 会員 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  久保 学 会員  中島安啓 会員 

松本安永 会員 

奥様誕生祝い  田邊久美子 様  木下正江 様 

石井章子 様 

結婚月祝い  木下純一 会員 

乾杯  寺澤銀三 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

会員卓話 馬場知行 会員 

委員会報告 

増強及び異業種交流 宮城 仁 委員長 

花チャリティー 朝見卓也 会員 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

点鐘 
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鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

「インスピレーションになろう」 

“BE  THE  INSPIRATION”  
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結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

久保 学 会員 

 
8月を迎え、42才になりました。 

まだまだ、若さを前面に出してRC活動を頑張っ

てまいります。 

中島安啓 会員 

 

本日は誕生日ということで、プレゼントを頂き

ました。ありがとうございました。 

言い訳になってしまいますが、仕事の都合で

なかなか出席できず、出席しても作業着のまま

でメンバーの皆様には、ご迷惑をおかけして申

し訳ありません。今後、なるべく頑張りたいと思

います。よろしくお願いします。ありがとうござい

ました。 

松本安永 会員 

 

本日はお祝いありがとうございます。8月 31日

で満 66歳になります。 

子どもの頃は夏休み最後の日ということで、宿

題や作品の締め切りでした。今は会社の決算

日という節目の日になっています。息子と一緒

に仕事をするようになってまる 5年になり、ようや

く馴染んできたようです。 

奥様誕生祝い 

田邊久美子 様 

 

18日になりますと 52歳になります。結婚以来

専業主婦です。現在も子育て中で色々と子供

の世話をやいています。本日はお祝いを頂きあ

りがとうございました。 

木下正江 様 

 

今年で結婚 24年目になり、二人とも健康でいら

れることに感謝する毎日です。 

来年は 25 年目ですので、ロータリーの先輩方

のように元気な夫婦でいられるよう仲良く頑張り

ます。本日はありがとうございました。 
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石井章子 様 

 
先日は、楽しい旅行ができ、また、今日は誕

生月ということで花プレゼントを頂きまして、合わ

せてお礼申し上げます。ありがとうございました。

今後も体調に気を付けながら参加できる企画が

あれば、参加させていただきたいと思います。そ

の時はまたよろしくお願いします。 

結婚月祝い 

木下純一 会員 

 
今年で結婚24年目になり、二人とも健康でい

られることに感謝する毎日です。 

来年は 25 年目ですので、ロータリーの先輩

方のように元気な夫婦でいられるよう仲良く頑張

ります。本日はありがとうございました。 

 

乾杯 寺澤銀三 会員 

 

それでは元気に夏を乗り越えましょう。乾杯！ 

会長挨拶 寺西修身 会長 

昨年の夏は雨ばかりで日照

不足、肌寒い日々でした。今

年は 6月 26日に 1 ヵ月も早く

梅雨明けして、毎日蒸し暑い

日々です。先日は熊谷で

41.1℃を記録して、世界的に

も異常気象が続いています。会員の皆様それ

ぞれに猛暑対策をお願いします。 

さて、先週 28～29 日に実施した宮城、福島

の旅と相馬野馬追祭りの観戦はいかがでしたで

しょうか？台風 12号の影響で曇りから雨で心配

しましたが、見学各地では不思議と雨は止み、

祭りシリーズの相馬野馬追祭り観戦でも不思議

と天気になり、早くから観戦されていた他の

方々がにわか雨と日照りの繰り返しで濡れて、

蒸し暑い中での観戦だったことを思うと、我々の

グループは極めてついていたと思います。神旗

争奪戦を観戦しました。会員と奥様のご参加 22

名で楽しくも余裕のある有意義で、東北の復興

支援に繋がる旅行になったのではないかと思い

ます。二次会のカラオケも盛り上がりました。最

後に立ち寄りました福島の飯坂の果樹園でも新

鮮で特別甘い桃をたくさんお買い上げいただき

ました。 

多くの新入会員の皆様もご参加できるように

費用、日程も配慮しましたが、不参加は残念で

した。次回の日帰り旅行（職業奉仕担当：職場

見学(信州上田)は、ぜひ多くのご参加をお願い

します。 

7月 30日は AM9：00～練馬の光が丘で細野

様のご母堂様の告別式に伺いました。当日は、

馬場知行様もご参加下さり，温かくも低調なお

見送りをいたしました。会員7名のご香典も喪主

である細野潤一様にお渡しいたしました。 

今月 8 月 1 日は水の日です。普段何も意識

せず水を使って生活をしていますが、世界的に

濁った水を家畜と一緒になり命を繋ぐ水として

少量を飲み清潔でない濁った水を沸かした後
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で瓶に保存して大切に使う国が多数です。遠

方の山から出る湧水を遠く地下にトンネルを掘

り配水している砂漠の国も多数あります。逆浸

透膜を使い海水を濾過して真水を供給している

日本の独自技術もあります。日本と違い硬水で

飲み水に適さない国も多く、日本に来られた外

国人の方々が水道水を生で飲める環境に驚き

と憧れを持たれています。昨今はペットボトルで

国内外の水を買い求めることが一般になってい

ますが、日本の水道水は進化した浄化システム

を採用しています。水道浄化システムは異物を

沈澱除去後塩素とオゾンの高次元還元濾過を

行って各家庭に配送しています。配管も鉄や鉛

の配管も多数残り塩ビ配管での配管はまだ多く

ありません。マンション等の浄化槽管理や配管

の維持管理が清潔な水の供給のためにも今後

の課題になります。温泉の源泉管理も同じです。                  

以上 

幹事報告 成田志津子 幹事 

 

(1) 7/28 ロータリー財団セ

ミナーで各部門セミナー 

終了 

(2) 7/24  原口鴻巣市長

表敬訪問 

(3) 7/28〜29  親睦委員

会による相馬野馬追い親睦旅行 

(4) 8/22  合同例会(  鴻巣 RC  ) 

(5) 8/29   公式訪問前準備 

(6) 平成 30年度鴻巣市青少年健全育成市民

会議への 助成例年通り 10,000円助成 承

認 

(7) 平成30年度鴻巣市民ゴルフ大会協賛例会

通り 10,000円協賛  承認 

(8) 「RLIパート 1」に出席者推薦 

(9) 西日本豪雨災害義援金 1,000円×36人 

承認 

(10) 出席規定適用免除(第 12条第 3節のもと小

林会員出席免除  承認 

(11) 当クラブ会員細野会員ご母堂様御逝去規

定通り 弔慰金 10,000円   合掌 

(12) 平成 30年度青少年非行防止パトロール

12/14 石井洙光会員参加 

(13) 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティゴルフ

大会 クラブ負担金 10,000円 

会員卓話 

馬場知行 会員 

今月から 8月ですが、毎日

猛暑が続いています。さて、

私がここに立って卓話をする

ということは、お盆の時期が

近くなったのでその話をする

のが、私の課せられた役目か

なと思います。12 年前、15 代会長として、例会

のあいさつをするにあたって仏教のお話を一口

講話にして 10 分弱喋っておりました。その時の

内容とダブりますが、もう皆さん忘れているでし

ょう。そして、新しい会員さんもおりますので、ま

たここでお話しさせていただきます。 

お盆とは「盂蘭盆」といって、インドのサンスク

リット語(梵語)<ウランバーナ>を音写して（うら

盆）と呼ぶようになりました。七月のお盆を、（お

もて盆）八月のお盆を（うら盆）だと思っている人

がいますが、何の関係もありません。釈尊の十

代弟子の一人に目連尊者という聡明で何でも

見通せる人物がおりました。その目連がまだ小

さい頃に死に別れた母親のあの世での様子を、

ある時神通力で探ってみますと、驚いたことに

母親は骨と皮だけにやせ衰えていて、食べ物を

見つけて食べようとすると、忽ち火となってしま

い食べることもできず、もがき苦しんでいます。

それというのも、目連の母親はこの世に生きて

いた時、強欲で他人にはとても意地悪な人でし

た。そのため、餓鬼道に落とされてしまったので

す。目連は何とか母親を救い出したくて釈尊に

相談したのです。 

すると釈尊は「救う方法は一つだけある。それ

は、90 日間の厳しい修行を終えた修行僧が 7
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月 15日に大勢帰ってくる。そこで修行僧に衣服

や食事を供養して、皆の力を借りて祈るのだ。

その功徳力によってのみ、救い出せるだろう」と

いうことで、目連はその通りを実行すると、不思

議にも母親は餓鬼の世界から抜け出すことが出

来たといいます。それを見た目連は嬉しさのあ

まり、我を忘れて踊り回って喜んだそうで、それ

が今の盆踊りのルーツ（起源）だということです。 

そしてお盆にはよく施餓鬼のご法要（施食会）

を営みますが、もともとお盆とお施餓鬼は起源

が全く異なります。ただその起源が目連尊者の

伝説と似ているところから、お盆行事として伝わ

ってきたのでしょう。その起源とは、アーナンダ

（阿難尊者）という、やはり釈尊の十代弟子の一

人の方がある夜、森の中で座禅をしていますと

髪を振り乱し、腹は大きくふくれ、手足はまるで

骨と皮だけのやせ衰えた焰口餓鬼が現れて、も

のすごい形相で阿難様に向かって言いました。

「お前の生命は、後 3日しかないぞ。そして餓鬼

道に落ちて苦しむのだ」驚いた阿難様は、「どう

したら餓鬼道に落ちなくても、すむだろうか」と

尋ねますと、焰口餓鬼は、「我々仲間のために

たくさんの食べ物を施し、ありがたいお教を説い

てくれれば我々も助かるし、お前の命をのばし

てやろう」というのです。そのことを阿難様が釈

尊に報告すると、「では、ありがたいお教をとな

え、たくさんの食物を施すための法要を営むが

よい」とのことでした。多くの僧侶方のお力を借り

て、言われた通りの法要を行ったところ、餓鬼も

阿難さまも救われたといいます。お施餓鬼の行

事はこの伝説が元で、やがて中国に伝わり、平

安時代の頃日本に伝来し、広く行われるように

なった。 

本山等で修行僧が、食事の際に「生飯」とい

ってご飯を数粒、自分が食べる前に、取り出し

て置き、後で係がまとめて地面に埋めたり、屋

根などに乗せて野鳥に施します。今こうして食

事のできる幸せを感謝し、併せて餓鬼畜生にも

おすそ分けして、思いやりを施しの心を喚起す

るための、つつましい習慣があります。自分以

外の者のために、余分の飯粒を取り出すところ

から、物の数をわざと余分に数えることを「サバ

を読む」というように世間一般で使われるように

なったといいます。勿論これには諸説があります 

お施餓鬼の法要は、上に苦しむかわいそうな者

を救うためばかりではなく、延命長寿をも祈念す

る目的もあり、日本では先祖供養や亡くなった

ばかりの方の供養を併せてこの時期に行うこと

になったのです。 

委員会報告 

異業種交流委員会 宮城 仁 委員長 

異業種交流を通して会員

同士で、お互いに役立つ情

報を共有し、皆さんで同じ買

うなら会員から、同じ使うなら

会員のものを買おうじゃありま

せんか。皆さんと共に異業種

交流の輪を広げてまいりましょう。 

花チャリティー 朝見卓也 委員 

 

花の名前・・・サンパラソル（マンデビィラ） 

 夏にめっぽう強い花です。 

 冬越しは難しいと思います。 

 花言葉・・・固い友情です 
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出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

※今月より小林忠司会員は出席免除 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 49,392 円
本 日 の 合 計 30,000 円
次回繰越金合計 79,392 円  

 

 本日 修正 

 8月 1日 7月 25日 7月 11日 

 1252回 1250回 1249回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 35 36 36 

出 席 数 28 24 23 

欠 席 数 6 8 11 

例会出席率 80.00% 66.67% 63.89% 

Ｍ Ｕ 数 1 4 2 

合計出席数 29 28 25 

出 席 率 82.86% 77.78% 69.44% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

馬場会員・・・本日の卓話よろしくお願いします。 

会員スマイル １ 

  猛暑が続きます。 皆様ご自愛され頑張りましょう。 

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・馬場知行会員・山口光男会員・

松本安永会員・蓮江郁夫会員・加藤文男会員・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・木下純一会員・宮内たけし会員・松村豪

一会員・朝見卓也会員・石井洙光会員・久保学会員・

中島安啓会員・星野光生会員・大石正行会員 
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編集後記 

宮内たけし 

 

褒められて育ったから一流になった！ 

 

私が大好きな、ピアニストの辻井伸行さんは 

ほめて育てられた一人です。 

 

伸行さんは、20 才の時に、「ヴァン・クラインバ

ーン国際ピアノコンクール」で優勝し、今や日本

でもチケットが取れないピアニストと言われてい

ます。 

目が見えない伸行さんと二人三脚で歩いた

のが母親のいつ子さんです。 

いつ子さんは、伸行さんがまだ幼い頃、彼の

音楽の才能を見抜き、ピアノを習わせました。 

 

いつ子さんが心がけたのは「上から目線」で

話をしないことでした。 

 

「よくこんな難しい曲が弾けるわね！」 

「今の演奏には、すごく感動したよ！」 

「今度はあの曲が聴きたいな、楽しみにして

るね」 

 

いつ子さんは伸行さんを、ほめ続けました。 

「ほめて育てる」という意図ではなく、ただ 

わが子のファンでありたいという一心だっ

たそうです。 

ハンディがあるにもかかわらず、伸行さんが 

世界的なピアニストに成長した背景には、 

いつ子さんの「ほめる」育て方があったの 

ではないでしょうか。 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 8日

（水） 

第 1253回通常例会 

外来卓話： 

鴻神社宮司 伊藤千廣様 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

8月 15日

（水） 
法定休会 

8月 22日

（水） 

第 1254回移動例会 

鴻巣 RC合同例会 

場所：和風レストラン とき 

17:30受付 18：00点鐘 

卓話： 

鴻巣市観光協会会長 清水

岩夫様 

8月 29日

（水） 

第 1255回通常例会 

クラブフォーラム： 

 2020年委員会 

9月 5日

（水） 

第 1256回通常例会 

結婚誕生祝い 

ガバナー公式訪問リハーサル 

9月 12日

（水） 

第 1257回通常例会 

ガバナー公式訪問 

中川高志ガバナー 

花チャリティー 

9月 19日

（水） 

第 1258回移動例会 

夜間例会 １９：００～ 

和風レストランとき 

炉辺会合 

9月 26日

（水） 

第 1259回通常例会 

IM実行委員会 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月 3日

（水） 

振替休会 

(10月 13日鴻巣花火大会) 

10月10日

（水） 

第 1260回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月13日

（土） 

第 1261回移動例会 

第 17回こうのす花火大会 

18：30 開会 糠田グラウンド 
クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


