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第２３７４回 例会 第 18回例会（11月 6日） 白河 RC会長エレクト卓話例会 

●点鐘 島﨑政敏会長 

●来訪者紹介 

●会長の時間 

●来訪者挨拶 

●行田 RC表彰の報告 

●ロータリー研修参加の報告 

●幹事報告 

●委員会報告 

●「ロータリーの友」読み処紹介 

●誕生祝 

●卓話講師紹介 

●本日の卓話 

●謝辞 

●出席奨励・スマイル委員会 

●点鐘 島﨑政敏会長 

点  鐘 

 

来 訪 者 紹 介 

白河 RC会長 吉川幸雄 様 

白河 RC幹事 山田仁 様 

白河 RC会長エレクト 斉藤正明 様 

白河 RCシスター委員長 佐藤演由 様 

交換留学生 アリス さん 

 

会 長 の 時 間 

 

皆さん こんにちは。 そして白河クラブの皆さんようこそおい

で下さいました。 

本日は毎年恒例の白河クラブ会長エレクトさんをお迎えし

ての卓話例会です。斉藤正明様 きょうは宜しくお願い致しま

す。 

さて、昭和 6 年といいますから今から 83 年前、白河と同じ

東北地方に生まれ育った童話作家が 私がこれから読む誓

願のようなものを 11月 3日の日付で自分の手帳に書き付け

ました。 

 

雨にも負けず  風にも負けず 

雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち 

欲はなく  決して怒らず  いつも静かに笑っている 

一日に玄米四合と 味噌と 少しの野菜を食べ 

あらゆることを自分の勘定に入れずに 

よく見聞きし分かり そして忘れず 

野原の松の林の陰の  小さな萱ぶきの小屋にいて 

東に病気の子供あれば  行って看病してやり 

西に疲れた母あれば  行ってその稲の束を負い 

南に死にそうな人あれば  行って恐がらなくてもいいと言い 

北にケンカや訴訟があれば  つまらないからやめろと言い 

日照りのときは涙を流し 寒さの夏はオロオロ歩き 

みんなにでくのぼーと呼ばれ ほめられもせず 苦にもされず 

そういうものに私はなりたい 

 

日本人ならほとんどの人が知っている宮沢賢治の 「雨ニモ
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マケズ」です。賢治が亡くなってから弟の清六さんが遺品を整

理していて 手帳に書き付けてあったものを見つけたんだそうで

すが、宮沢賢治という人は仏教を大いに信仰していて、中で

も法華経というお経を大事に思っていたようです。 

法華行者とも言いますが この系統の人にはどうも思い込

みの強い人が多いようです。賢治もその中の一人だったようで、

経典に出てくる常不軽菩薩のエピソード、出会った人全てを

敬い、あなたは必ず仏になることが出来ると語りかけ続けたとい

う話しを自分なりに読み替えたものだとも言われています。 

それにしても欲はなく決して怒らずとか 小さな萱ぶきの小屋

にいてとか ほめられもせず苦にもされずとか、 そういう前に出

ることを好まない生き方へのあこがれの気持ちというものは、日

本人ならば必ずわかるものかと思います。 

今年度私は 日本的ロータリークラブのあるべき姿を模索す

る年にしたいという願いを度々言っております。 ＲＩ では公共

イメージアップなんてことも言ってますが、国際ロータリーはともか

く日本のロータリーは世間のイメージなんかより、賢治のような

人知れず徳を積むような生き方の方がヒントになるし相応しい

ように私には思えます。 

次の例会では今年度この 2 つだけは行いたいという寄付行

為の１つ 「ロータリー希望の風」 へのご協力をお願いすること

になります。 

これは本当にいい事業だと思いますし、日本には 「陰徳あ

れば必ず陽報あり」 という諺もあります。八木原講師もきっと

いい話しをしてくれると思いますので、当日お心を動かされた方

には 是非ニコニコＢＯＸ程度のご寄付をお願い出来ればと考

えております。 

きょうの話しはこれでおしまいに致します。 

 

来 訪 者 挨 拶 

 

白河 RC会長 吉川幸雄 様 

 

行田 RC表彰の報告 

 

山本憲作会員 

行田市制施行 65周年式典において、「児童教育の向上に

貢献」で表彰されました。 

 

ロータリー研修参加の報告 

 

ロータリー研修に、小沢会員、鴨田会員が参加されました。 

 

幹 事 報 告 

 

碓井勝也 幹事 

4点報告させていただきます。 

＜１＞理事会報告 

以下の議案がすべて承認されました 

・前回議事録承認の件 
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理事会議事録は承認された後クラブホームペー        

ジの会員専用ページに掲載されます。 

・12月プログラム承認の件   

・日帰り旅行企画案承認の件 

・新入会員推薦の件  

・行田ロータリークラブ会長杯争奪少年サッカー大会後援

依頼の件 

・支出承認の件 ライオンズクラブチャリティーゴルフ 等 

 

＜２＞新入会員推薦の件 

新入会員の推薦が１名あり、職業分類委員会、会員選

考委員会へ付託し審査して頂きます。 

 

＜３＞白河 RC様歓迎会開催の件 

本日午後 5；00 より富士見鮨さんにおいて 白河クラブメン

バーの歓迎懇親会を予定しております。大勢の皆様のご参

加をお待ちしております。 

 

＜４＞次回例会の件 

次回例会は 11 月 15 日土曜日、行田市商工センターに

て、こころの講演会の開催です。昨日担当の武笠委員長

から電話のあったメンバーもいらっしゃったかとも思いますが、

行事が重なっており、参加者が心配な状況です。メンバー

はもとよりご家族友人に整理券をお配りいただき、誘ってい

ただきたく思います。あの、ベストドレッサー賞、ベストファーザ

ー賞、などを主催している郷土出身の方です。 

集合時間は午前 11時 30分となっております。お間違いの

ないようご案内申し上げます。 

 

委 員 会 報 告 

※輝く瞳の委員会 

 

蔭山好信 輝く瞳の副委員長 

輝く瞳のへの寄付が、おかげさまで 30万円に届きそうなほど集

まりました。 

 

※親睦委員会 

 

渡辺久記 親睦委員長 

12月移動例会について。マンドリン演奏会について。 

 

※会長ノミニー指名委員会 

2015-2016 年度の会長候補者として、大野年司会員を指

名し、本人より許諾をいただきました。 

 

「ロータリーの友」読み処紹介 

 

小林一好 ロータリーの友委員長 

 

誕 生 日 祝 

 

島﨑会長、鈴木貴大会員、南川会員が誕生日です 
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卓話講師紹介 

 

小椋剛 姉妹クラブ委員長 

 

本 日 の 卓 話 

白河 RC会長エレクト 斉藤正明 様 

 

 

 

・白河の景観 

について、お話いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝 辞 

 

山本憲作 世話人 

 

出席状況報告 

 

倉持好二郎 出席奨励・スマイル副委員長 

T 

A 

正会員数 

85年規定承認者 

57名 

18名 

A 理事会欠席承認者  

P 本日の出席者 39名 

B 各承認者の例会出席者 12名 

MU 本日のメーキャップ者  

本日の出席率 76.5％ 

 

ニ コ ニ コ 報 告 

宮内会員 10 月 30 日オランダ大使館に於い

て、取引先アシックス尾山社長に対

し国王より勲章を授与されました。

関係先の経済界、政界、スポーツ

関係者等 48 名が招待されました。

私もその中に入れていただきまして、

お祝いいたしました。 

福島会員 白河ロータリー吉川会長はじめ会員

の皆様のご来訪、心より歓迎いたし

ます。斉藤エレクト卓話楽しみにして



5 

 

おります。 

蔭山会員 白河の皆さん、ようこそ。 

小川会員 825日前に娘が結婚しました。 

15 日前に国税局賞をいただきまし

た。 

小山会員 白河 RC吉川会長を始め会員の皆

様、ようこそ行田へ。心より歓迎申し

上げます。 

諸貫会員 白河 RC エレクト斉藤様、卓話をあ

りがとうございます。白河 RC の他の

会長、幹事様、遠い所をおいで頂

きお礼を申し上げます。 

白河 RC 

シスター委員長 

佐藤様 

ご無沙汰しておりました。 

本日は、お世話になります。 

白河 RC 

会長エレクト 

斎藤様 

本日は、卓話でお世話になります。 

白河 RC幹事 

山田様 

今日は、大変お世話になります。 

白河 RC会長 

吉川様 

本日は、交換卓話でメーキャップさ

せていただきました。ありがとうござい

ます。 

持田会員 行田商工会議所繊維部会。 

八木原氏より、第 43 回ベストドレッ

サー賞授賞式に招待されました。今

から何を着て行こうか、私のファッショ

ンにも期待して下さい。 

小林会員 白河 RC の皆様、ようこそ行田へ。

大歓迎申し上げます。 

関会員 11 月 3 日、みらいにて、行田市 65

周年記念の演奏をしました。和田さ

んのピアノがすばらしく、感激しまし

た。 

※本日のニコニコは 17,000円でした。ありがとうございました。 

 

点 鐘 

 

 

 

 


