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今週の例会

200９年１０月 20 日(火)第 254 回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 外部卓話
米山奨学生 全 文 星様

修

幹事/寺沢 良治
幹事/寺沢良治

200９年 10 月 27 日(火)第 2５5 回
■点 鐘
１８時３０分
■例会場
こりあん 花郎
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 クラブ協議会
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10 月 10 日（土） さいたま新都心駅 ｺﾝｺｰｽ

■会 長 挨 拶
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週報委員長/内
週報委員長/内藤藤憲 憲
■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

実
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○職業に誇りを持ち、正直、品位のある方法で職業
を実践する
いろいろと定義はあるが、基盤は一つ、職業を通じて
社会に貢献することである。自分の職業、地域、個人
レベルにおける言行の尺度として、四つのテストが使
用されている。これらの意味を十分理解しながら自己
の評価を促すものである。
・真実かどうか…うそ「偽りはないか、本当のことか」
という意味であり、自分に問いかけている。
・みんなに公平か…これは関係する全ての人に公平か
どうかということである（ﾛｰﾀﾘｱﾝの仲間だからとか、
特別の関係にある人だからとかで、特別に便宜を図っ
てはならないことをいう）
・好意と友情を深めるか…「取引に愛をこめて」とい
う意味はこのことである。取引で関係者間に信用とい
う精神的絆ができ、好意と友情が生まれると素晴しい
ことである。
・みんなの為になるかどうか…職業倫理の目標は、み
んなの為になることである。その取引に関係した人た
ち全てが、等しく幸せになることから始まり、それが
社会全体の為になるということにつながるのである。
本日は入会されました志村会員のｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁを
楽しみにしております。
クラブ創立以来、自然環境を取り上げ社会奉仕事業を
展開して参りましたが、本年度は、「こうぬま水と緑
を楽しむ会」の協力をいただきながら、高沼用水周辺
の自然を守り、尊重する環境づくりに挑戦して参りた
いと思います。会員皆様の協力をお願いいたします。

10 月は職業奉仕、米山記
念奨学月間です。職業奉仕は
ロータリアン一人ひとりが
職業に携わっている中で、自
らの職業を通じて奉仕する
ことが強調されている。職業
奉仕の基本として、他の人に
もう少し優しくなり、力になってあげる為に、日常の ■幹 事 報 告
●第４回役員理事会を開催いたしました。
仕事で何ができるのかと考えながら実践していかね
４議案について協議し可決されました。
ばならない。
職業奉仕とは、生活のもとでを得る方法を生きがいに ●ガバナー事務所より
①新会員の集いのご案内
変える。
②ＧＳＥ受け入れ合同説明会について
○職場、生活の中でロータリーを生かしていく。
③春日部西ＲＣ 住所変更のお知らせ
○働きよい職場を作り、地域により一層奉仕する。
○専門職業や工業、商業における生活水準を向上さ ●ガバナーエレクト事務所より
・10～11 年度地区役員推薦のお願い
せていく

■イニシエーションスピーチ

■スマイル ＢＯＸ

「出 会 い」
志村 隆男
私達は沢山の方々より恩
恵を 受け て生活してお りま
す。生れ乍らに神佛のご加
護を受けて生かされておりま
す。神佛とは、目に見えない大きな力であると『幸せ
になる法則』を発見した丸山敏雄先生は申されてお
ります。
そして「この世における様々な出遇は偶然ではな
く、前世からの約束〔定め〕により遇うべくして出遇っ
ているのだ」と我が師は申されております。人生には
素晴らしい師との出会いがあって人間が形成してゆ
くのだとも言われます。大変生意気な話に聞かれる
か存じませんが、私如きの師との出会いについてお
話をさせて頂きます。
青年期、壮年期、熟年期、それぞれの師との出会
いがあります。
私の青年期の師は、当ＲＣ初代会長の内木滋郎氏
であります。何の知識も無い世間知らずの私如きを
手取り足取りご指導頂き、今尚ご指導を頂いており
ます。私は内木学校の劣等生であると自負しており
ます。
壮年期の師は蕨市北町で御嶽先達をしております
平松清吉氏であります。平松先生からは「運命学な
る気学」のご指導を頂いております。勉強を始める前
には毎回「御嶽行集」を一冊唱えてから始まりますの
で自然に祝詞やお経を覚え、関心を持つようになり、
先生の勧めで伊勢の猿田彦神社で研修を重ねて参
りました。当クラブの多くの皆様方に毎年伊勢神宮
参拝にご協力を頂いております。
熟年期と申しますが、今は念宗三宝寺無量寿寺の
ご開祖であります、久世圓心定の門弟として平成 3
年に入門し、今は二祖の先生方より教えを受けて居
ります。入門当時は、京都嵐山に本山がありました
が、昨年 11 月兵庫県加東市上三草に総本山が移
り、第 5 回全世界佛教サミットが総本山で開催されま
した。世界 33 ケ国より各国佛教の代表が集い参加
者の中には皆様方ご存知のダライラマ 14 世も参加さ
れておりました。総面積は 55 万坪で、現世のお浄土
を想わせる情景であります。
私達は何のために生れ、死んだらどこに行くのでし
ょうか。真の幸福とは何でしょうか？これらの問いに
対する理を明らかにしたのが佛教です。
この様に青・壮・老の三期にわたり、素晴らしい師と
出会い余生を送らさせて頂いております。
一休禅師の詩に
有漏路より 無漏路へ帰る一休
雨降らばふれ 風吹かば吹け
との詩があります。
このような心境で、安心して毎日を送っているのが現
状です。

◆田中 修会員
本日は入会されました志村会員のｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ
です。よろしくお願いいたします。次回例会は、
10 月 10 日社会奉仕事業の例会でありますので、
皆様のご協力をお願いいたします。
◇寺沢 良治会員
皆さん、お久しぶりです。3 週間ぶりの例会です。
本日もよろしくお願いいたします。
◆秋本 昌治会員
私は今屋敷の物置を壊しております。あまりにも
ガラクタが多くてごみの山になってしまいました。
①棄てていいもの ②とっておくもの ③どちら
かに迷うもの等選択に疲れます。我が家の戦後 64
年の総決算をしているようです。
◇井上 久雄会員
今日は新会員の志村さんのｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁをお願
いしております。志村さん、楽しいロータリーライ
フを楽しんでください。本日もよろしくお願いいた
します。
◆片山 金次郎会員
本日は志村会員のｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ、大変楽しみに
しております。また、来週の社会奉仕委員会の屋外
例会、ご協力よろしくお願いします。
◇清宮 義雄会員
志村会員の本日のｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ、楽しみに拝聴
させていただきます。
◆中山 祐太郎会員
今日は何の日「国際協力の日」です。今週は 2
回例会があります。10 月 10 日（土）けやき広場
で自然環境保護運動で移動例会です。
◇野原 哲夫会員
大型台風 18 号が 8 日に上陸の恐れがあります
が、気候は何か変ですね。10 日の社会奉仕プロジ
ェクトは会員全員出席で成功させましょう。
◆本多 正和
台風 18 号が向かってます。大変大型だそうです。
心配ですね。ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ、志村さん、よろしく
お願いいたします。
◇三上 等会員
10 月 3 日～5 日まで 2 泊 3 日で札幌、函館に
研修旅行に行ってきました。天気も良く、食べ物も
おいしく実り多い研修でした。本日は志村会員の卓
話、よろしくお願いします。楽しみにしております。
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12,000 円

累計

198,500 円

■出 席 報 告
月日

会員総数

出席

欠席

出席率
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