
《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　木川会長

・ソング　それでこそロータリー

・ビジター　第２５７０地区ガバナー�

　　　　　加藤玄静様（本庄）

　　　　　第２５７０地区ガバナー補佐

　　　　　佐藤信男様（狭山）

　　　　　（本庄）戸谷清一様／本庄ケーブルテレビ社長

・記念卓話　加藤玄静ガバナー�

【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　新井君

大崎光二（おおさきこうじ）様　Ｓ２９年１１月、

茨城県潮来のお生まれ、５４歳。千葉県立佐原

高校、中央大学を卒業後、証券会社、会計事務所、

経営コンサルタント会社を経て、Ｈ９年、飯能

開発（株）、飯能グリーンカントリークラブ（ゴルフ場）

専務取締役に就任。Ｈ１７年３月、代表取締役

となり現在に至る。経営の厳しい時、現会長の

木川理事長と共に努力され建て直された力量

は大変なものがあると思っております。さい

たま市に夫人と２人の息

子様とお住まいです。

◎大崎会員挨拶�

　日頃から地域の皆様に

大変お世話になっており

ますので、何かの恩返し

を出来ればと微力ながら

一生懸命やらせて頂きた

いと思いますので、是非

ともよろしくお願い致します。

◎木川会長よりロータリーバッジの装着◎会

長より歓迎の言葉◎誓いの言葉◎木川会長よ

りロータリーの額・四つのテスト・バナー贈

呈◎矢島（巌）Ｒ情報委員長より資料贈呈◎

山川幹事より会員証贈呈・所属／出席委員会

◎加藤ガバナーよりＲＩ会長テーマバッジ贈呈

　伝統あるクラブの一員として立派な社会奉

仕、国際奉仕が出来ることを期待しております。

「１人で出来ない事は皆で手をつないでやろう」。

そして、私の座右の銘「今を大事に」を色紙に

したものを小さくしたものです。

【会長報告】

　私は本年度「恕」の心をテーマに掲げました。

広辞苑では「ゆるすこと」と一行あるだけです。

物の本に「宥恕：ゆるすこと。寛恕：心が広く人

をよく受け入れる性質。度胸広く思いやりの

深いこと。仁恕：憐み深く思いやりの深いこと」

とあります。京都・清水寺貫主・森清範氏（６８歳）

は、年末に「恕」と書きたいと紙上で申されて

おり「忠恕」を加えておられます。今の時代、自

分に甘く他人に厳しい風潮を感じます。義務

教育に「道徳」の時間が必要と考える一人です。

　過日、「四つのテスト」の成り立ちについて

簡略に申し上げました。ＲＣ１００年、日本でも

１００年以上続く企業は２万社あるそうです。

私の菩提寺、心応寺の本堂を造った金剛組は

飛鳥時代からとのこと。続いたのは時代背景

等ありますが常に企業に“刺激”があったから。

ロータリーで“刺激”に類するのは「四大奉仕

活動」ではないかと思います。

　ロータリーが生まれたのは、職業人の裏と

表、本音と建前の世界が原点だろうと思って

おります。Ｐ・ハリスは弁護士でしたが、依頼

人は大なり小なり嘘を言う。その嘘を見抜く

事が仕事の始まりだった。純真な心の持ち主

だったハリスはそのため非常に淋しい想いを

していた。ある時、数人の市民と話し合う機会

があり、彼らが勝手にホラを吹き平気で零し

話をする姿を見て思わず膝を打ち、「１業種１

人」を思いつく。その線で会員を集めれば目上

も子分もおらず、職業分類という点から皆、平

等であり、しかも信用出来る人ばかりの集ま

りとなる。競争心も警戒心も無くなった時、人

間はその本性をとり戻し善意で溢れてくる。

きっと楽しいクラブが出来ると確信して実行

したのが「ロータリークラブ」だそうです。会

館を持たず、あちらの事業所、こちらのホテル

と会場を替える度に“引っ越しで歩き回る”と

ころから「ロータリー」と名づけた。マークも

引っ越しを表す馬車の車輪。ハリスは「例会に

出席にすると童心に帰ることが出来る」と言

ったそうです。例会の１時間は人間性を取り

戻す時間、心も身体もリラックスして緊張を

解し本来の自分に帰る時間ということです。�

クレームをつける気はありませんが、地区の

補助金審査に６年間出席していて、「１業種５

人」に変わったことについて、ＲＩはお金を集

めようとする傾向にあるねという話が出ます。

当初の時代から１００年経過しており変化は

仕方ないと思いますが、未来のロータリーを

心配しております。公式訪問にはそぐわない

かと思いますが敢えて申し上げました。

　８月は「会員増強および拡大月間」。改めて

大崎様の入会を心より歓迎申し上げます。飯

能には３０年間無欠席の方もおられます。出

席は義務ですので、よろしくお願いします。

　
【幹事報告】

・訃報。雨間会員のご尊父様。

・加藤ガバナー記念卓話後、記念撮影のため

　写真撮影場に速やかに移動。クラブ協議会

　終了後、ガバナーを囲んで懇談会。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢ＲＣ�

・９／１（火）ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）法定休日により休会�

・９／２９（火）移動例会 セレス所沢１２：３０点鐘�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　親睦旅行は３９名の参加希望を頂きましたが、

日程が１１／２８（土）２９（日）に変更となり、ホテル

が取れず旅行先も変更。誠に申し訳ありません。

後は親睦委員会にお任せ頂ければと思います。

◎矢島（高）会員�

　８／１３、第９１回全国高等学校野球選手権

大会に埼玉県代表として聖望学園が出場。ク

ラブよりご支援ご協力、企業・個人様よりご声

援を頂きました。１回戦敗退でしたが生徒は

貴重な経験をさせて頂きました。これからも

ご支援ご協力をお願い申し上げます。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

８／４（日高）田辺君

８／１８（日高）前島君、丸山君、中里（忠）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・加藤ガバナー、佐藤ガバナー補佐、本庄ＲＣ

　戸谷様、ようこそ。新入会員の大崎さん、お

　めでとう。　木川君、吉島君、山川君、高橋君�

・加藤ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそ。

　宜しくお願いします。　　　　  中里（昌）君�

・加藤ガバナー、ようこそ飯能へ。歓迎致し

　ます。　　　　　　　  萩野（映）君、安藤君�

・加藤ガバナー、戸谷さん、ようこそ。和泉君�

・長い間休ませて頂き有難うございました。大附君�

・故・家内に供花有難うございました。萩野（暁）君�

・妻の誕生日、バラを有難うございました。小崎君�

・聖望学園野球部の甲子園出場に際し、ご支援

　ご協力ご声援有難うございました。矢島（高）君�

・３年未満の懇話会で緊張の余り水をこぼし

　ました。お許し下さい。　　　  神田（敬）君

・制服忘れました。　　　　　　　小谷野君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計３８，０００円、累計額１１６，０００円。

◎２６日例会当番は川口会員、森会員です。�

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　木川会長

　Ｓ１８年５月２８日、本庄生まれ。Ｓ３７年、埼玉

県立本庄高等学校卒業。Ｓ４１年、立正大学経済

学部卒業。鉢形山城立寺第３７代住職。職歴：本

庄市議会議員、本庄市社会福祉協議会常務理事。

（財）埼玉県佛教会常務理事、日蓮教団副総長。

モットーは「今を大事に」「今に向かって精一

杯生きる」。

「年度計画書」は非常に読み易いですね。私が

「月信」を作る時、指示した通りではない頁立

てがあったりするのですが、この「計画書」で

はＪ・ケニーＲＩ会長の頁が２頁に収まり、テ

ーマ毎に１頁ずつきちんとなっている。活字

も大きい。ただ、会員の写真は載せていない

のですね。木川会長は「本年度の方針」を作る時、

いろいろ考えてご自分のテーマを作った。テ

ーマというのはその人の人柄を表したり、１

年の目標を表すもの。非

常に的を射たものもあり

ます。先程の「テーマバッ

ジ」はＷＢＣのマークとデ

ザインがほぼ同じ。ケニ

ー氏は特に説明されなか

ったのですが、研修リー

ダーによれば「いくら優

秀な方でも一人で組織を

動かすことは出来ないし、いろいろなことも

出来ないだろう。自分で出来ないことはいろ

いろな方と手を結びながら１つの運動をやっ

ていく」と、そのような意味があるとのこと。

　私が「今を大事に」という言葉を使ったのは

還暦になった時、この言葉を座右の銘にした

のです。私が４つの時に父が亡くなり、寺です

から父の弟が跡を継いで私の義父になったの

ですが、私が大学を卒業した翌月に３６歳で交

通事故で死んでしまう。叔父２人が４９と４９、

祖父が６０で亡くなっていて、加藤家では６０

歳はチャンピオンなのです。ですから私は６０

まで「これがクリアした」「これがクリアした」

と思って生きて、６０になった時、後の人生は

儲けものだな、と思えた。そこで、頂いた命を

どう使うか自問自答したわけです。そんな折、

ＲＣの先輩から「会長をやれ」と。そういう形

で会長になった時、今まで２０年間お世話に

なったＲＣに何かお返しをしなければいけな

いなと思いました。頭の方は良くない人間で

すから身体の方で一生懸命頑張ろうというこ

とで、地区へも出てガバナー補佐をやり、とい

う形で来ました。その時に、後の命をどう使う

かということを考えたのですね。

　質問を変えます。「あなたの命があと１週間、

あとひと月」と言われた時、皆さんはどういう

気持ちになると思いますか。おそらく今まで

一日一日を大事にした方は慌てず、まあしょ

うがないなという形でご臨終を迎えると思う

のです。しかし、今までそれ程やって来なかっ

た、やるべきことを一日延ばしにしていた方

はやはり慌てますよね。ですから年配の方に

よくその話をするのです。「あと１年と言われ

たら…」と。本業が坊主ですから言えるのです。

お医者さんが言ったらまた違う意味になる…。

そういう中で、私は「今を大事に」したい。

　先程、ロータリー歴の浅い１２名の方にも

お話したのですけれども、折角ロータリーに

入ったのだからロータリーにいる間、命を賭

けろとは言わないけれども、自分の思ったこ

とを花開かせたらどうかな、と。

　ロータリーにはいっぱいいい人がいるんで

す。「師」というのは歳に関係なくいろいろと

自分に教えてくれる方。「友」というのは上も

下も関係なく一緒になって何か楽しいことを

しようよ、という人。このような「師友」を持っ

ている方を私は非常に羨ましいと思います。

ロータリーに入って一番嬉しかったのはどこ

へ行ってもこのような立場になってくれる人

が沢山いるということです。間違っていれば

「加藤、その話は違うよ。俺はこう思うんだけど」、

もう一歩突っ込めば「どういうつもりでそう

いう話をしているんだ」と。そういう風に私に

いろいろと問いかけ、教えてくれる。また、

それを素直に聞ける人が偉い。素直に聞き入

れることによって間違いを二度と起こさない。

孔子も「丘や幸なり」と言っています。７０歳の

孔子に「それは間違ってますよ」と言ってくれ

る人がいたから二度と同じ間違いをしなかっ

たのだという一節が『論語』にあります。人生

において、物の利害関係ではなく、人間的な付

き合いの「師友」を果たして何人位持てるか。

　私はＲＣ歴２５年ですが、最初の５年位は不

良会員だったかも知れません。例会にもあま

り出ない、委員会事業も時々さぼる。そのうち

幹事をやる年回りが来てＲＣの歴史や事業に

ついて覚えなければならなくなった。どこで

覚えるかと言えば、原点は「例会」です。例会に

いつも出てくるような先輩は本当に造詣が深

く、何を聞いても答えてくれました。例会に

来ていない先輩は「いいんだよ、適当にやって

いけば」となかなか話をしてくれませんでした。

　ロータリーの危機が来ているということは

分かります。生き残りをかけるために考えな

くてはいけないことが今、いっぱいあるので

はないか。私の短い経験ですけれども、ＲＩと

地区の関係、地区とクラブの関係、ロータリー

と地域の関係、ロータリーとロータリアンと

の関係、家業・生業をどのように皆さんが考え

ているか等、誕生した１０４年前とは時代が

変わってきたなと思います。

　飯能は地区でベスト５位の会員数。しかし

残念ながら６月に妻沼が解散し５５から５４

クラブになり真下ガバナーの最後が１９７０人。

４月の地区協議会で私は会員数１９５０人と予

測して予算建てして承認を得ましたが、実際

７／１に幕を開けてみたら１８５６人です。１日

で１００人減ってしまった。世界的には米国、日

本、インド、英国で減っている。日本では最大

１３万５千人だったのが今は９万５千人。当地

区は全国３４地区で下から４、５番目を行っ

たり来たり。群馬よりも少なくなっている。

私共の本庄は７０人いますが商人は花屋さん

１人だけ。本庄、飯能、東松山等、従来の古い町

では地域の旦那衆が多かった。そして金融関係、

医師、土木建築関係。そういう方達が主力でし

たから、当然、私は入ろうとも思っていません

でしたし入る手だても無かった。しかし今の

本庄では商人が１人です。どういうことかと

言うと、他から来た事業所の工場長や総務部

長、そういう方が入って来ているのです。半

分位の人が「あの人、どこの人だったかな」と

思い出せない。そういう中で１つの組織を作

ってまちおこしを考えてもなかなか同じよう

な方向に向いていかないのです。

　ガバナーになるための準備期間は２年間。

ガバナーノミニーとして１年間、５４クラブ

に顔見せしながら自分を磨きます。それから

ガバナーエレクトという立場で１年間、米国

の研修会に始まり日本のあらゆる研修会に出

ます。そして７／１を迎える。まだ２か月です。

来年５、６月に卓話をさせてもらうとすれば

少しはマシな話が出来るだろうと思います。

第２５７０地区の出発は「会長エレクト研修会」

から公式に始まります。私は坊主ですから、お

寺を会場に使うのが良いだろうと考え、私の

人生の先輩にも当たる能仁寺の萩野（映）さん

にお願いしました。今、公式訪問に行くと「あ

の時はお寺でやったんですよね。畳で足が痛

かった」と会長エレクトから言われたりします。

どこでやったかを覚えているんですね。私は

自分の心もさらにしながら始めたわけです。

　全国３４地区のガバナー紹介が『ロータリー

の友』７月号に載っているので見て頂きたい。

ＲＩが、今年はこういうテーマで、こういう方

向にということが書いてあります。地区協議

会資料と「ガバナー月信」７月号には、地区は

こういう方向に行くということが書いてある。

私の半生記を読んできて頂いて、私を見て頂

ければと思ったのですが。会員の義務の１つ、

『ロータリーの友』の「購読」と言っても「購」は

１００％でも「読」の方は２０～３０％なのですね。

今、ロータリーも非常に「規制緩和」されてきた。

昔は「１業種１名」。「出席」は４連続で休んだ

ら５回目に自分の席が無くても文句が言えな

かった。ＭＵは非常に良いことです。どうして

も自分のクラブの例会を中心に見ていますか

ら。今日、飯能は２回目ですけれども、非常に

勉強になっています。これだけ人数がいても

私語をする方がいない。伝統と良い先輩が多

いところなのでしょう。しかし、そういう良い

クラブばかりではないのです。

　新クラブ結成には２０名のメンバーがいれば

誕生するわけですが、その２０名を割るクラ

ブが９クラブ、３０名を割るクラブが２５クラブ

あります。５４クラブ中２５が３０名以下。いく

らＣＬＰを採用して組織を簡略化・活性化しよ

うと言ってもそれ程うまくいくかどうかとい

う問題があります。未だ２年目で成功例、失敗

例は出て来ませんけれども、今年は、ＣＬＰ導

入して１年、２年と経ったクラブの情報を得

てください。私の方では「クラブ支援」を第一

に考えます。これは、ＲＩが出来ないこと、情

報や研修、その他諸々を私の方で支援をする

ことです。財政的に大変なクラブが多いです

から、会費をあまり貰わない、殆どのセミナー

は登録料なしです。ＩＭもあまり華美になら

ないよう４千円以内でやって頂きたい。セミ

ナーも一方的にやらず「ロータリーの危機」と

いうことだから皆さんの意見を沢山聴いた方

がいい。こちらからしゃべる時間帯もあるけ

れども、テーブル討議してもらったものを出

して頂き、それを活かす。そういうセミナー

の方法を今年は採っています。

　今年はまた、ご自分の職業をもう一度“生業”

“家業”として見て頂くようにしたい。企業的

な感覚になってしまって問題を起こす会社が

ある。残念なのはロータリーのバッジをつけ

たまま捕まる方が随分いるということです。

先日、私の主治医がこういうことを言いまし

た。「本当に医者っていうのは容易じゃないよ

な。電話が夜来ようと休みに来ようと行かな

くちゃならない」。私は「それはそうですよ。

先生の立場というのは電話があったら直ぐ行

くこと。私の場合は大丈夫ですけど」と話しま

した。そうしたら、その先生はゴルフをやって

いても麻雀をやっていても電話があると必ず

すぐ帰るのだそうです。私はそれを聞いた時、

「先生を主治医として選んだことは間違じゃ

なかった。電話した時に先生が来てくれない

というのは患者として非常に淋しいことなん

です。でも先生にはやはり職業倫理観という

ものがあるんですね」と褒めました。その時

思い出したのが祖父の言葉です。「うちは檀家

が２０７軒の小さな寺で、大体信者さんが多い

から“お布施を貰わないお経”を上げられるか

が坊主の倫理なんだ」。私は法事で祈願があっ

て奉納金を頂く時も必ず終わった後に見ます。

先に見るとどうも先入観が入るような気がす

る。それも１つの倫理観かな、と。だから私は「ク

ラブ支援」と同時に、皆さんにご自分の職業

倫理というものを考えて頂きたい。ですから

私は地区大会の時、家訓・社訓を集めて発表

する場を１部屋作りたいのです。また、社会

奉仕としては、自分の住んでいる地域の木を

植えたり、川をきれいにしたり、自然のもの

に手を出して頂きたい。そういうことも考え

ているわけです。

　とにかく、知識だけではしょうがない。ロ

ータリーの人は一般的に知識は豊富です。し

かし、その知識を行動に移すため少しの勇気

をもって最初の一歩を踏み出してもらいたい。

昔、中国の白楽天という詩人・州知事がある所

に赴任した時、その地の道林禅師という有名

な坊さんの所へ行き、「私は白楽天という者で

すが禅師にひと言聞きたい」と述べ「仏教とは

何か」という単純な質問をした。禅師が「諸悪

莫作・衆善奉行（悪いことはするな、善いこと

をやれ）」「自浄其意・是諸仏教（浄らかな心で、

是が仏教だ）」と答えると白楽天が怒ったんで

すね。「そんな事は３歳の子どもでも知ってい

る。白楽天に対してそういう答えはないだろう」

と。それに対し禅師は「３歳の子どもが知れど

も７０歳の白髪の老人がそれを行い難し」と

言った。白楽天は、自分も詩人として有名人で

あり、知識は豊富だったけれども、やはり政治

家としては自分が身体を張って一歩動かなけ

ればいけないのではないかと思ったという事

が「七仏通解偈」の教えにあります。皆さん方

も、考えた知恵・知識というものを行動に起こ

すことによって実践して頂きたい。ロータリ

ーは、宗教と同じように、自分の未熟さを気付

かせてくれる場であると私は思っています。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 神田（敬）君、小久保君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

会員増強および拡大月間

今 を 大 事 に
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《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　木川会長

・ソング　それでこそロータリー

・ビジター　第２５７０地区ガバナー�

　　　　　加藤玄静様（本庄）

　　　　　第２５７０地区ガバナー補佐

　　　　　佐藤信男様（狭山）

　　　　　（本庄）戸谷清一様／本庄ケーブルテレビ社長

・記念卓話　加藤玄静ガバナー�

【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　新井君

大崎光二（おおさきこうじ）様　Ｓ２９年１１月、

茨城県潮来のお生まれ、５４歳。千葉県立佐原

高校、中央大学を卒業後、証券会社、会計事務所、

経営コンサルタント会社を経て、Ｈ９年、飯能

開発（株）、飯能グリーンカントリークラブ（ゴルフ場）

専務取締役に就任。Ｈ１７年３月、代表取締役

となり現在に至る。経営の厳しい時、現会長の

木川理事長と共に努力され建て直された力量

は大変なものがあると思っております。さい

たま市に夫人と２人の息

子様とお住まいです。

◎大崎会員挨拶�

　日頃から地域の皆様に

大変お世話になっており

ますので、何かの恩返し

を出来ればと微力ながら

一生懸命やらせて頂きた

いと思いますので、是非

ともよろしくお願い致します。

◎木川会長よりロータリーバッジの装着◎会

長より歓迎の言葉◎誓いの言葉◎木川会長よ

りロータリーの額・四つのテスト・バナー贈

呈◎矢島（巌）Ｒ情報委員長より資料贈呈◎

山川幹事より会員証贈呈・所属／出席委員会

◎加藤ガバナーよりＲＩ会長テーマバッジ贈呈

　伝統あるクラブの一員として立派な社会奉

仕、国際奉仕が出来ることを期待しております。

「１人で出来ない事は皆で手をつないでやろう」。

そして、私の座右の銘「今を大事に」を色紙に

したものを小さくしたものです。

【会長報告】

　私は本年度「恕」の心をテーマに掲げました。

広辞苑では「ゆるすこと」と一行あるだけです。

物の本に「宥恕：ゆるすこと。寛恕：心が広く人

をよく受け入れる性質。度胸広く思いやりの

深いこと。仁恕：憐み深く思いやりの深いこと」

とあります。京都・清水寺貫主・森清範氏（６８歳）

は、年末に「恕」と書きたいと紙上で申されて

おり「忠恕」を加えておられます。今の時代、自

分に甘く他人に厳しい風潮を感じます。義務

教育に「道徳」の時間が必要と考える一人です。

　過日、「四つのテスト」の成り立ちについて

簡略に申し上げました。ＲＣ１００年、日本でも

１００年以上続く企業は２万社あるそうです。

私の菩提寺、心応寺の本堂を造った金剛組は

飛鳥時代からとのこと。続いたのは時代背景

等ありますが常に企業に“刺激”があったから。

ロータリーで“刺激”に類するのは「四大奉仕

活動」ではないかと思います。

　ロータリーが生まれたのは、職業人の裏と

表、本音と建前の世界が原点だろうと思って

おります。Ｐ・ハリスは弁護士でしたが、依頼

人は大なり小なり嘘を言う。その嘘を見抜く

事が仕事の始まりだった。純真な心の持ち主

だったハリスはそのため非常に淋しい想いを

していた。ある時、数人の市民と話し合う機会

があり、彼らが勝手にホラを吹き平気で零し

話をする姿を見て思わず膝を打ち、「１業種１

人」を思いつく。その線で会員を集めれば目上

も子分もおらず、職業分類という点から皆、平

等であり、しかも信用出来る人ばかりの集ま

りとなる。競争心も警戒心も無くなった時、人

間はその本性をとり戻し善意で溢れてくる。

きっと楽しいクラブが出来ると確信して実行

したのが「ロータリークラブ」だそうです。会

館を持たず、あちらの事業所、こちらのホテル

と会場を替える度に“引っ越しで歩き回る”と

ころから「ロータリー」と名づけた。マークも

引っ越しを表す馬車の車輪。ハリスは「例会に

出席にすると童心に帰ることが出来る」と言

ったそうです。例会の１時間は人間性を取り

戻す時間、心も身体もリラックスして緊張を

解し本来の自分に帰る時間ということです。�

クレームをつける気はありませんが、地区の

補助金審査に６年間出席していて、「１業種５

人」に変わったことについて、ＲＩはお金を集

めようとする傾向にあるねという話が出ます。

当初の時代から１００年経過しており変化は

仕方ないと思いますが、未来のロータリーを

心配しております。公式訪問にはそぐわない

かと思いますが敢えて申し上げました。

　８月は「会員増強および拡大月間」。改めて

大崎様の入会を心より歓迎申し上げます。飯

能には３０年間無欠席の方もおられます。出

席は義務ですので、よろしくお願いします。

　
【幹事報告】

・訃報。雨間会員のご尊父様。

・加藤ガバナー記念卓話後、記念撮影のため

　写真撮影場に速やかに移動。クラブ協議会

　終了後、ガバナーを囲んで懇談会。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢ＲＣ�

・９／１（火）ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）法定休日により休会�

・９／２９（火）移動例会 セレス所沢１２：３０点鐘�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　親睦旅行は３９名の参加希望を頂きましたが、

日程が１１／２８（土）２９（日）に変更となり、ホテル

が取れず旅行先も変更。誠に申し訳ありません。

後は親睦委員会にお任せ頂ければと思います。

◎矢島（高）会員�

　８／１３、第９１回全国高等学校野球選手権

大会に埼玉県代表として聖望学園が出場。ク

ラブよりご支援ご協力、企業・個人様よりご声

援を頂きました。１回戦敗退でしたが生徒は

貴重な経験をさせて頂きました。これからも

ご支援ご協力をお願い申し上げます。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

８／４（日高）田辺君

８／１８（日高）前島君、丸山君、中里（忠）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・加藤ガバナー、佐藤ガバナー補佐、本庄ＲＣ

　戸谷様、ようこそ。新入会員の大崎さん、お

　めでとう。　木川君、吉島君、山川君、高橋君�

・加藤ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそ。

　宜しくお願いします。　　　　  中里（昌）君�

・加藤ガバナー、ようこそ飯能へ。歓迎致し

　ます。　　　　　　　  萩野（映）君、安藤君�

・加藤ガバナー、戸谷さん、ようこそ。和泉君�

・長い間休ませて頂き有難うございました。大附君�

・故・家内に供花有難うございました。萩野（暁）君�

・妻の誕生日、バラを有難うございました。小崎君�

・聖望学園野球部の甲子園出場に際し、ご支援

　ご協力ご声援有難うございました。矢島（高）君�

・３年未満の懇話会で緊張の余り水をこぼし

　ました。お許し下さい。　　　  神田（敬）君

・制服忘れました。　　　　　　　小谷野君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計３８，０００円、累計額１１６，０００円。

◎２６日例会当番は川口会員、森会員です。�

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　木川会長

　Ｓ１８年５月２８日、本庄生まれ。Ｓ３７年、埼玉

県立本庄高等学校卒業。Ｓ４１年、立正大学経済

学部卒業。鉢形山城立寺第３７代住職。職歴：本

庄市議会議員、本庄市社会福祉協議会常務理事。

（財）埼玉県佛教会常務理事、日蓮教団副総長。

モットーは「今を大事に」「今に向かって精一

杯生きる」。

「年度計画書」は非常に読み易いですね。私が

「月信」を作る時、指示した通りではない頁立

てがあったりするのですが、この「計画書」で

はＪ・ケニーＲＩ会長の頁が２頁に収まり、テ

ーマ毎に１頁ずつきちんとなっている。活字

も大きい。ただ、会員の写真は載せていない

のですね。木川会長は「本年度の方針」を作る時、

いろいろ考えてご自分のテーマを作った。テ

ーマというのはその人の人柄を表したり、１

年の目標を表すもの。非

常に的を射たものもあり

ます。先程の「テーマバッ

ジ」はＷＢＣのマークとデ

ザインがほぼ同じ。ケニ

ー氏は特に説明されなか

ったのですが、研修リー

ダーによれば「いくら優

秀な方でも一人で組織を

動かすことは出来ないし、いろいろなことも

出来ないだろう。自分で出来ないことはいろ

いろな方と手を結びながら１つの運動をやっ

ていく」と、そのような意味があるとのこと。

　私が「今を大事に」という言葉を使ったのは

還暦になった時、この言葉を座右の銘にした

のです。私が４つの時に父が亡くなり、寺です

から父の弟が跡を継いで私の義父になったの

ですが、私が大学を卒業した翌月に３６歳で交

通事故で死んでしまう。叔父２人が４９と４９、

祖父が６０で亡くなっていて、加藤家では６０

歳はチャンピオンなのです。ですから私は６０

まで「これがクリアした」「これがクリアした」

と思って生きて、６０になった時、後の人生は

儲けものだな、と思えた。そこで、頂いた命を

どう使うか自問自答したわけです。そんな折、

ＲＣの先輩から「会長をやれ」と。そういう形

で会長になった時、今まで２０年間お世話に

なったＲＣに何かお返しをしなければいけな

いなと思いました。頭の方は良くない人間で

すから身体の方で一生懸命頑張ろうというこ

とで、地区へも出てガバナー補佐をやり、とい

う形で来ました。その時に、後の命をどう使う

かということを考えたのですね。

　質問を変えます。「あなたの命があと１週間、

あとひと月」と言われた時、皆さんはどういう

気持ちになると思いますか。おそらく今まで

一日一日を大事にした方は慌てず、まあしょ

うがないなという形でご臨終を迎えると思う

のです。しかし、今までそれ程やって来なかっ

た、やるべきことを一日延ばしにしていた方

はやはり慌てますよね。ですから年配の方に

よくその話をするのです。「あと１年と言われ

たら…」と。本業が坊主ですから言えるのです。

お医者さんが言ったらまた違う意味になる…。

そういう中で、私は「今を大事に」したい。

　先程、ロータリー歴の浅い１２名の方にも

お話したのですけれども、折角ロータリーに

入ったのだからロータリーにいる間、命を賭

けろとは言わないけれども、自分の思ったこ

とを花開かせたらどうかな、と。

　ロータリーにはいっぱいいい人がいるんで

す。「師」というのは歳に関係なくいろいろと

自分に教えてくれる方。「友」というのは上も

下も関係なく一緒になって何か楽しいことを

しようよ、という人。このような「師友」を持っ

ている方を私は非常に羨ましいと思います。

ロータリーに入って一番嬉しかったのはどこ

へ行ってもこのような立場になってくれる人

が沢山いるということです。間違っていれば

「加藤、その話は違うよ。俺はこう思うんだけど」、

もう一歩突っ込めば「どういうつもりでそう

いう話をしているんだ」と。そういう風に私に

いろいろと問いかけ、教えてくれる。また、

それを素直に聞ける人が偉い。素直に聞き入

れることによって間違いを二度と起こさない。

孔子も「丘や幸なり」と言っています。７０歳の

孔子に「それは間違ってますよ」と言ってくれ

る人がいたから二度と同じ間違いをしなかっ

たのだという一節が『論語』にあります。人生

において、物の利害関係ではなく、人間的な付

き合いの「師友」を果たして何人位持てるか。

　私はＲＣ歴２５年ですが、最初の５年位は不

良会員だったかも知れません。例会にもあま

り出ない、委員会事業も時々さぼる。そのうち

幹事をやる年回りが来てＲＣの歴史や事業に

ついて覚えなければならなくなった。どこで

覚えるかと言えば、原点は「例会」です。例会に

いつも出てくるような先輩は本当に造詣が深

く、何を聞いても答えてくれました。例会に

来ていない先輩は「いいんだよ、適当にやって

いけば」となかなか話をしてくれませんでした。

　ロータリーの危機が来ているということは

分かります。生き残りをかけるために考えな

くてはいけないことが今、いっぱいあるので

はないか。私の短い経験ですけれども、ＲＩと

地区の関係、地区とクラブの関係、ロータリー

と地域の関係、ロータリーとロータリアンと

の関係、家業・生業をどのように皆さんが考え

ているか等、誕生した１０４年前とは時代が

変わってきたなと思います。

　飯能は地区でベスト５位の会員数。しかし

残念ながら６月に妻沼が解散し５５から５４

クラブになり真下ガバナーの最後が１９７０人。

４月の地区協議会で私は会員数１９５０人と予

測して予算建てして承認を得ましたが、実際

７／１に幕を開けてみたら１８５６人です。１日

で１００人減ってしまった。世界的には米国、日

本、インド、英国で減っている。日本では最大

１３万５千人だったのが今は９万５千人。当地

区は全国３４地区で下から４、５番目を行っ

たり来たり。群馬よりも少なくなっている。

私共の本庄は７０人いますが商人は花屋さん

１人だけ。本庄、飯能、東松山等、従来の古い町

では地域の旦那衆が多かった。そして金融関係、

医師、土木建築関係。そういう方達が主力でし

たから、当然、私は入ろうとも思っていません

でしたし入る手だても無かった。しかし今の

本庄では商人が１人です。どういうことかと

言うと、他から来た事業所の工場長や総務部

長、そういう方が入って来ているのです。半

分位の人が「あの人、どこの人だったかな」と

思い出せない。そういう中で１つの組織を作

ってまちおこしを考えてもなかなか同じよう

な方向に向いていかないのです。

　ガバナーになるための準備期間は２年間。

ガバナーノミニーとして１年間、５４クラブ

に顔見せしながら自分を磨きます。それから

ガバナーエレクトという立場で１年間、米国

の研修会に始まり日本のあらゆる研修会に出

ます。そして７／１を迎える。まだ２か月です。

来年５、６月に卓話をさせてもらうとすれば

少しはマシな話が出来るだろうと思います。

第２５７０地区の出発は「会長エレクト研修会」

から公式に始まります。私は坊主ですから、お

寺を会場に使うのが良いだろうと考え、私の

人生の先輩にも当たる能仁寺の萩野（映）さん

にお願いしました。今、公式訪問に行くと「あ

の時はお寺でやったんですよね。畳で足が痛

かった」と会長エレクトから言われたりします。

どこでやったかを覚えているんですね。私は

自分の心もさらにしながら始めたわけです。

　全国３４地区のガバナー紹介が『ロータリー

の友』７月号に載っているので見て頂きたい。

ＲＩが、今年はこういうテーマで、こういう方

向にということが書いてあります。地区協議

会資料と「ガバナー月信」７月号には、地区は

こういう方向に行くということが書いてある。

私の半生記を読んできて頂いて、私を見て頂

ければと思ったのですが。会員の義務の１つ、

『ロータリーの友』の「購読」と言っても「購」は

１００％でも「読」の方は２０～３０％なのですね。

今、ロータリーも非常に「規制緩和」されてきた。

昔は「１業種１名」。「出席」は４連続で休んだ

ら５回目に自分の席が無くても文句が言えな

かった。ＭＵは非常に良いことです。どうして

も自分のクラブの例会を中心に見ていますか

ら。今日、飯能は２回目ですけれども、非常に

勉強になっています。これだけ人数がいても

私語をする方がいない。伝統と良い先輩が多

いところなのでしょう。しかし、そういう良い

クラブばかりではないのです。

　新クラブ結成には２０名のメンバーがいれば

誕生するわけですが、その２０名を割るクラ

ブが９クラブ、３０名を割るクラブが２５クラブ

あります。５４クラブ中２５が３０名以下。いく

らＣＬＰを採用して組織を簡略化・活性化しよ

うと言ってもそれ程うまくいくかどうかとい

う問題があります。未だ２年目で成功例、失敗

例は出て来ませんけれども、今年は、ＣＬＰ導

入して１年、２年と経ったクラブの情報を得

てください。私の方では「クラブ支援」を第一

に考えます。これは、ＲＩが出来ないこと、情

報や研修、その他諸々を私の方で支援をする

ことです。財政的に大変なクラブが多いです

から、会費をあまり貰わない、殆どのセミナー

は登録料なしです。ＩＭもあまり華美になら

ないよう４千円以内でやって頂きたい。セミ

ナーも一方的にやらず「ロータリーの危機」と

いうことだから皆さんの意見を沢山聴いた方

がいい。こちらからしゃべる時間帯もあるけ

れども、テーブル討議してもらったものを出

して頂き、それを活かす。そういうセミナー

の方法を今年は採っています。

　今年はまた、ご自分の職業をもう一度“生業”

“家業”として見て頂くようにしたい。企業的

な感覚になってしまって問題を起こす会社が

ある。残念なのはロータリーのバッジをつけ

たまま捕まる方が随分いるということです。

先日、私の主治医がこういうことを言いまし

た。「本当に医者っていうのは容易じゃないよ

な。電話が夜来ようと休みに来ようと行かな

くちゃならない」。私は「それはそうですよ。

先生の立場というのは電話があったら直ぐ行

くこと。私の場合は大丈夫ですけど」と話しま

した。そうしたら、その先生はゴルフをやって

いても麻雀をやっていても電話があると必ず

すぐ帰るのだそうです。私はそれを聞いた時、

「先生を主治医として選んだことは間違じゃ

なかった。電話した時に先生が来てくれない

というのは患者として非常に淋しいことなん

です。でも先生にはやはり職業倫理観という

ものがあるんですね」と褒めました。その時

思い出したのが祖父の言葉です。「うちは檀家

が２０７軒の小さな寺で、大体信者さんが多い

から“お布施を貰わないお経”を上げられるか

が坊主の倫理なんだ」。私は法事で祈願があっ

て奉納金を頂く時も必ず終わった後に見ます。

先に見るとどうも先入観が入るような気がす

る。それも１つの倫理観かな、と。だから私は「ク

ラブ支援」と同時に、皆さんにご自分の職業

倫理というものを考えて頂きたい。ですから

私は地区大会の時、家訓・社訓を集めて発表

する場を１部屋作りたいのです。また、社会

奉仕としては、自分の住んでいる地域の木を

植えたり、川をきれいにしたり、自然のもの

に手を出して頂きたい。そういうことも考え

ているわけです。

　とにかく、知識だけではしょうがない。ロ

ータリーの人は一般的に知識は豊富です。し

かし、その知識を行動に移すため少しの勇気

をもって最初の一歩を踏み出してもらいたい。

昔、中国の白楽天という詩人・州知事がある所

に赴任した時、その地の道林禅師という有名

な坊さんの所へ行き、「私は白楽天という者で

すが禅師にひと言聞きたい」と述べ「仏教とは

何か」という単純な質問をした。禅師が「諸悪

莫作・衆善奉行（悪いことはするな、善いこと

をやれ）」「自浄其意・是諸仏教（浄らかな心で、

是が仏教だ）」と答えると白楽天が怒ったんで

すね。「そんな事は３歳の子どもでも知ってい

る。白楽天に対してそういう答えはないだろう」

と。それに対し禅師は「３歳の子どもが知れど

も７０歳の白髪の老人がそれを行い難し」と

言った。白楽天は、自分も詩人として有名人で

あり、知識は豊富だったけれども、やはり政治

家としては自分が身体を張って一歩動かなけ

ればいけないのではないかと思ったという事

が「七仏通解偈」の教えにあります。皆さん方

も、考えた知恵・知識というものを行動に起こ

すことによって実践して頂きたい。ロータリ

ーは、宗教と同じように、自分の未熟さを気付

かせてくれる場であると私は思っています。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 神田（敬）君、小久保君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

会員増強および拡大月間

今 を 大 事 に
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ガバナー公式訪問例会記念卓話



《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　木川会長

・ソング　それでこそロータリー

・ビジター　第２５７０地区ガバナー�

　　　　　加藤玄静様（本庄）

　　　　　第２５７０地区ガバナー補佐

　　　　　佐藤信男様（狭山）

　　　　　（本庄）戸谷清一様／本庄ケーブルテレビ社長

・記念卓話　加藤玄静ガバナー�

【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　新井君

大崎光二（おおさきこうじ）様　Ｓ２９年１１月、

茨城県潮来のお生まれ、５４歳。千葉県立佐原

高校、中央大学を卒業後、証券会社、会計事務所、

経営コンサルタント会社を経て、Ｈ９年、飯能

開発（株）、飯能グリーンカントリークラブ（ゴルフ場）

専務取締役に就任。Ｈ１７年３月、代表取締役

となり現在に至る。経営の厳しい時、現会長の

木川理事長と共に努力され建て直された力量

は大変なものがあると思っております。さい

たま市に夫人と２人の息

子様とお住まいです。

◎大崎会員挨拶�

　日頃から地域の皆様に

大変お世話になっており

ますので、何かの恩返し

を出来ればと微力ながら

一生懸命やらせて頂きた

いと思いますので、是非

ともよろしくお願い致します。

◎木川会長よりロータリーバッジの装着◎会

長より歓迎の言葉◎誓いの言葉◎木川会長よ

りロータリーの額・四つのテスト・バナー贈

呈◎矢島（巌）Ｒ情報委員長より資料贈呈◎

山川幹事より会員証贈呈・所属／出席委員会

◎加藤ガバナーよりＲＩ会長テーマバッジ贈呈

　伝統あるクラブの一員として立派な社会奉

仕、国際奉仕が出来ることを期待しております。

「１人で出来ない事は皆で手をつないでやろう」。

そして、私の座右の銘「今を大事に」を色紙に

したものを小さくしたものです。

【会長報告】

　私は本年度「恕」の心をテーマに掲げました。

広辞苑では「ゆるすこと」と一行あるだけです。

物の本に「宥恕：ゆるすこと。寛恕：心が広く人

をよく受け入れる性質。度胸広く思いやりの

深いこと。仁恕：憐み深く思いやりの深いこと」

とあります。京都・清水寺貫主・森清範氏（６８歳）

は、年末に「恕」と書きたいと紙上で申されて

おり「忠恕」を加えておられます。今の時代、自

分に甘く他人に厳しい風潮を感じます。義務

教育に「道徳」の時間が必要と考える一人です。

　過日、「四つのテスト」の成り立ちについて

簡略に申し上げました。ＲＣ１００年、日本でも

１００年以上続く企業は２万社あるそうです。

私の菩提寺、心応寺の本堂を造った金剛組は

飛鳥時代からとのこと。続いたのは時代背景

等ありますが常に企業に“刺激”があったから。

ロータリーで“刺激”に類するのは「四大奉仕

活動」ではないかと思います。

　ロータリーが生まれたのは、職業人の裏と

表、本音と建前の世界が原点だろうと思って

おります。Ｐ・ハリスは弁護士でしたが、依頼

人は大なり小なり嘘を言う。その嘘を見抜く

事が仕事の始まりだった。純真な心の持ち主

だったハリスはそのため非常に淋しい想いを

していた。ある時、数人の市民と話し合う機会

があり、彼らが勝手にホラを吹き平気で零し

話をする姿を見て思わず膝を打ち、「１業種１

人」を思いつく。その線で会員を集めれば目上

も子分もおらず、職業分類という点から皆、平

等であり、しかも信用出来る人ばかりの集ま

りとなる。競争心も警戒心も無くなった時、人

間はその本性をとり戻し善意で溢れてくる。

きっと楽しいクラブが出来ると確信して実行

したのが「ロータリークラブ」だそうです。会

館を持たず、あちらの事業所、こちらのホテル

と会場を替える度に“引っ越しで歩き回る”と

ころから「ロータリー」と名づけた。マークも

引っ越しを表す馬車の車輪。ハリスは「例会に

出席にすると童心に帰ることが出来る」と言

ったそうです。例会の１時間は人間性を取り

戻す時間、心も身体もリラックスして緊張を

解し本来の自分に帰る時間ということです。�

クレームをつける気はありませんが、地区の

補助金審査に６年間出席していて、「１業種５

人」に変わったことについて、ＲＩはお金を集

めようとする傾向にあるねという話が出ます。

当初の時代から１００年経過しており変化は

仕方ないと思いますが、未来のロータリーを

心配しております。公式訪問にはそぐわない

かと思いますが敢えて申し上げました。

　８月は「会員増強および拡大月間」。改めて

大崎様の入会を心より歓迎申し上げます。飯

能には３０年間無欠席の方もおられます。出

席は義務ですので、よろしくお願いします。

　
【幹事報告】

・訃報。雨間会員のご尊父様。

・加藤ガバナー記念卓話後、記念撮影のため

　写真撮影場に速やかに移動。クラブ協議会

　終了後、ガバナーを囲んで懇談会。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢ＲＣ�

・９／１（火）ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）法定休日により休会�

・９／２９（火）移動例会 セレス所沢１２：３０点鐘�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　親睦旅行は３９名の参加希望を頂きましたが、

日程が１１／２８（土）２９（日）に変更となり、ホテル

が取れず旅行先も変更。誠に申し訳ありません。

後は親睦委員会にお任せ頂ければと思います。

◎矢島（高）会員�

　８／１３、第９１回全国高等学校野球選手権

大会に埼玉県代表として聖望学園が出場。ク

ラブよりご支援ご協力、企業・個人様よりご声

援を頂きました。１回戦敗退でしたが生徒は

貴重な経験をさせて頂きました。これからも

ご支援ご協力をお願い申し上げます。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

８／４（日高）田辺君

８／１８（日高）前島君、丸山君、中里（忠）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・加藤ガバナー、佐藤ガバナー補佐、本庄ＲＣ

　戸谷様、ようこそ。新入会員の大崎さん、お

　めでとう。　木川君、吉島君、山川君、高橋君�

・加藤ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそ。

　宜しくお願いします。　　　　  中里（昌）君�

・加藤ガバナー、ようこそ飯能へ。歓迎致し

　ます。　　　　　　　  萩野（映）君、安藤君�

・加藤ガバナー、戸谷さん、ようこそ。和泉君�

・長い間休ませて頂き有難うございました。大附君�

・故・家内に供花有難うございました。萩野（暁）君�

・妻の誕生日、バラを有難うございました。小崎君�

・聖望学園野球部の甲子園出場に際し、ご支援

　ご協力ご声援有難うございました。矢島（高）君�

・３年未満の懇話会で緊張の余り水をこぼし

　ました。お許し下さい。　　　  神田（敬）君

・制服忘れました。　　　　　　　小谷野君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計３８，０００円、累計額１１６，０００円。

◎２６日例会当番は川口会員、森会員です。�

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　木川会長

　Ｓ１８年５月２８日、本庄生まれ。Ｓ３７年、埼玉

県立本庄高等学校卒業。Ｓ４１年、立正大学経済

学部卒業。鉢形山城立寺第３７代住職。職歴：本

庄市議会議員、本庄市社会福祉協議会常務理事。

（財）埼玉県佛教会常務理事、日蓮教団副総長。

モットーは「今を大事に」「今に向かって精一

杯生きる」。

「年度計画書」は非常に読み易いですね。私が

「月信」を作る時、指示した通りではない頁立

てがあったりするのですが、この「計画書」で

はＪ・ケニーＲＩ会長の頁が２頁に収まり、テ

ーマ毎に１頁ずつきちんとなっている。活字

も大きい。ただ、会員の写真は載せていない

のですね。木川会長は「本年度の方針」を作る時、

いろいろ考えてご自分のテーマを作った。テ

ーマというのはその人の人柄を表したり、１

年の目標を表すもの。非

常に的を射たものもあり

ます。先程の「テーマバッ

ジ」はＷＢＣのマークとデ

ザインがほぼ同じ。ケニ

ー氏は特に説明されなか

ったのですが、研修リー

ダーによれば「いくら優

秀な方でも一人で組織を

動かすことは出来ないし、いろいろなことも

出来ないだろう。自分で出来ないことはいろ

いろな方と手を結びながら１つの運動をやっ

ていく」と、そのような意味があるとのこと。

　私が「今を大事に」という言葉を使ったのは

還暦になった時、この言葉を座右の銘にした

のです。私が４つの時に父が亡くなり、寺です

から父の弟が跡を継いで私の義父になったの

ですが、私が大学を卒業した翌月に３６歳で交

通事故で死んでしまう。叔父２人が４９と４９、

祖父が６０で亡くなっていて、加藤家では６０

歳はチャンピオンなのです。ですから私は６０

まで「これがクリアした」「これがクリアした」

と思って生きて、６０になった時、後の人生は

儲けものだな、と思えた。そこで、頂いた命を

どう使うか自問自答したわけです。そんな折、

ＲＣの先輩から「会長をやれ」と。そういう形

で会長になった時、今まで２０年間お世話に

なったＲＣに何かお返しをしなければいけな

いなと思いました。頭の方は良くない人間で

すから身体の方で一生懸命頑張ろうというこ

とで、地区へも出てガバナー補佐をやり、とい

う形で来ました。その時に、後の命をどう使う

かということを考えたのですね。

　質問を変えます。「あなたの命があと１週間、

あとひと月」と言われた時、皆さんはどういう

気持ちになると思いますか。おそらく今まで

一日一日を大事にした方は慌てず、まあしょ

うがないなという形でご臨終を迎えると思う

のです。しかし、今までそれ程やって来なかっ

た、やるべきことを一日延ばしにしていた方

はやはり慌てますよね。ですから年配の方に

よくその話をするのです。「あと１年と言われ

たら…」と。本業が坊主ですから言えるのです。

お医者さんが言ったらまた違う意味になる…。

そういう中で、私は「今を大事に」したい。

　先程、ロータリー歴の浅い１２名の方にも

お話したのですけれども、折角ロータリーに

入ったのだからロータリーにいる間、命を賭

けろとは言わないけれども、自分の思ったこ

とを花開かせたらどうかな、と。

　ロータリーにはいっぱいいい人がいるんで

す。「師」というのは歳に関係なくいろいろと

自分に教えてくれる方。「友」というのは上も

下も関係なく一緒になって何か楽しいことを

しようよ、という人。このような「師友」を持っ

ている方を私は非常に羨ましいと思います。

ロータリーに入って一番嬉しかったのはどこ

へ行ってもこのような立場になってくれる人

が沢山いるということです。間違っていれば

「加藤、その話は違うよ。俺はこう思うんだけど」、

もう一歩突っ込めば「どういうつもりでそう

いう話をしているんだ」と。そういう風に私に

いろいろと問いかけ、教えてくれる。また、

それを素直に聞ける人が偉い。素直に聞き入

れることによって間違いを二度と起こさない。

孔子も「丘や幸なり」と言っています。７０歳の

孔子に「それは間違ってますよ」と言ってくれ

る人がいたから二度と同じ間違いをしなかっ

たのだという一節が『論語』にあります。人生

において、物の利害関係ではなく、人間的な付

き合いの「師友」を果たして何人位持てるか。

　私はＲＣ歴２５年ですが、最初の５年位は不

良会員だったかも知れません。例会にもあま

り出ない、委員会事業も時々さぼる。そのうち

幹事をやる年回りが来てＲＣの歴史や事業に

ついて覚えなければならなくなった。どこで

覚えるかと言えば、原点は「例会」です。例会に

いつも出てくるような先輩は本当に造詣が深

く、何を聞いても答えてくれました。例会に

来ていない先輩は「いいんだよ、適当にやって

いけば」となかなか話をしてくれませんでした。

　ロータリーの危機が来ているということは

分かります。生き残りをかけるために考えな

くてはいけないことが今、いっぱいあるので

はないか。私の短い経験ですけれども、ＲＩと

地区の関係、地区とクラブの関係、ロータリー

と地域の関係、ロータリーとロータリアンと

の関係、家業・生業をどのように皆さんが考え

ているか等、誕生した１０４年前とは時代が

変わってきたなと思います。

　飯能は地区でベスト５位の会員数。しかし

残念ながら６月に妻沼が解散し５５から５４

クラブになり真下ガバナーの最後が１９７０人。

４月の地区協議会で私は会員数１９５０人と予

測して予算建てして承認を得ましたが、実際

７／１に幕を開けてみたら１８５６人です。１日

で１００人減ってしまった。世界的には米国、日

本、インド、英国で減っている。日本では最大

１３万５千人だったのが今は９万５千人。当地

区は全国３４地区で下から４、５番目を行っ

たり来たり。群馬よりも少なくなっている。

私共の本庄は７０人いますが商人は花屋さん

１人だけ。本庄、飯能、東松山等、従来の古い町

では地域の旦那衆が多かった。そして金融関係、

医師、土木建築関係。そういう方達が主力でし

たから、当然、私は入ろうとも思っていません

でしたし入る手だても無かった。しかし今の

本庄では商人が１人です。どういうことかと

言うと、他から来た事業所の工場長や総務部

長、そういう方が入って来ているのです。半

分位の人が「あの人、どこの人だったかな」と

思い出せない。そういう中で１つの組織を作

ってまちおこしを考えてもなかなか同じよう

な方向に向いていかないのです。

　ガバナーになるための準備期間は２年間。

ガバナーノミニーとして１年間、５４クラブ

に顔見せしながら自分を磨きます。それから

ガバナーエレクトという立場で１年間、米国

の研修会に始まり日本のあらゆる研修会に出

ます。そして７／１を迎える。まだ２か月です。

来年５、６月に卓話をさせてもらうとすれば

少しはマシな話が出来るだろうと思います。

第２５７０地区の出発は「会長エレクト研修会」

から公式に始まります。私は坊主ですから、お

寺を会場に使うのが良いだろうと考え、私の

人生の先輩にも当たる能仁寺の萩野（映）さん

にお願いしました。今、公式訪問に行くと「あ

の時はお寺でやったんですよね。畳で足が痛

かった」と会長エレクトから言われたりします。

どこでやったかを覚えているんですね。私は

自分の心もさらにしながら始めたわけです。

　全国３４地区のガバナー紹介が『ロータリー

の友』７月号に載っているので見て頂きたい。

ＲＩが、今年はこういうテーマで、こういう方

向にということが書いてあります。地区協議

会資料と「ガバナー月信」７月号には、地区は

こういう方向に行くということが書いてある。

私の半生記を読んできて頂いて、私を見て頂

ければと思ったのですが。会員の義務の１つ、

『ロータリーの友』の「購読」と言っても「購」は

１００％でも「読」の方は２０～３０％なのですね。

今、ロータリーも非常に「規制緩和」されてきた。

昔は「１業種１名」。「出席」は４連続で休んだ

ら５回目に自分の席が無くても文句が言えな

かった。ＭＵは非常に良いことです。どうして

も自分のクラブの例会を中心に見ていますか

ら。今日、飯能は２回目ですけれども、非常に

勉強になっています。これだけ人数がいても

私語をする方がいない。伝統と良い先輩が多

いところなのでしょう。しかし、そういう良い

クラブばかりではないのです。

　新クラブ結成には２０名のメンバーがいれば

誕生するわけですが、その２０名を割るクラ

ブが９クラブ、３０名を割るクラブが２５クラブ

あります。５４クラブ中２５が３０名以下。いく

らＣＬＰを採用して組織を簡略化・活性化しよ

うと言ってもそれ程うまくいくかどうかとい

う問題があります。未だ２年目で成功例、失敗

例は出て来ませんけれども、今年は、ＣＬＰ導

入して１年、２年と経ったクラブの情報を得

てください。私の方では「クラブ支援」を第一

に考えます。これは、ＲＩが出来ないこと、情

報や研修、その他諸々を私の方で支援をする

ことです。財政的に大変なクラブが多いです

から、会費をあまり貰わない、殆どのセミナー

は登録料なしです。ＩＭもあまり華美になら

ないよう４千円以内でやって頂きたい。セミ

ナーも一方的にやらず「ロータリーの危機」と

いうことだから皆さんの意見を沢山聴いた方

がいい。こちらからしゃべる時間帯もあるけ

れども、テーブル討議してもらったものを出

して頂き、それを活かす。そういうセミナー

の方法を今年は採っています。

　今年はまた、ご自分の職業をもう一度“生業”

“家業”として見て頂くようにしたい。企業的

な感覚になってしまって問題を起こす会社が

ある。残念なのはロータリーのバッジをつけ

たまま捕まる方が随分いるということです。

先日、私の主治医がこういうことを言いまし

た。「本当に医者っていうのは容易じゃないよ

な。電話が夜来ようと休みに来ようと行かな

くちゃならない」。私は「それはそうですよ。

先生の立場というのは電話があったら直ぐ行

くこと。私の場合は大丈夫ですけど」と話しま

した。そうしたら、その先生はゴルフをやって

いても麻雀をやっていても電話があると必ず

すぐ帰るのだそうです。私はそれを聞いた時、

「先生を主治医として選んだことは間違じゃ

なかった。電話した時に先生が来てくれない

というのは患者として非常に淋しいことなん

です。でも先生にはやはり職業倫理観という

ものがあるんですね」と褒めました。その時

思い出したのが祖父の言葉です。「うちは檀家

が２０７軒の小さな寺で、大体信者さんが多い

から“お布施を貰わないお経”を上げられるか

が坊主の倫理なんだ」。私は法事で祈願があっ

て奉納金を頂く時も必ず終わった後に見ます。

先に見るとどうも先入観が入るような気がす

る。それも１つの倫理観かな、と。だから私は「ク

ラブ支援」と同時に、皆さんにご自分の職業

倫理というものを考えて頂きたい。ですから

私は地区大会の時、家訓・社訓を集めて発表

する場を１部屋作りたいのです。また、社会

奉仕としては、自分の住んでいる地域の木を

植えたり、川をきれいにしたり、自然のもの

に手を出して頂きたい。そういうことも考え

ているわけです。

　とにかく、知識だけではしょうがない。ロ

ータリーの人は一般的に知識は豊富です。し

かし、その知識を行動に移すため少しの勇気

をもって最初の一歩を踏み出してもらいたい。

昔、中国の白楽天という詩人・州知事がある所

に赴任した時、その地の道林禅師という有名

な坊さんの所へ行き、「私は白楽天という者で

すが禅師にひと言聞きたい」と述べ「仏教とは

何か」という単純な質問をした。禅師が「諸悪

莫作・衆善奉行（悪いことはするな、善いこと

をやれ）」「自浄其意・是諸仏教（浄らかな心で、

是が仏教だ）」と答えると白楽天が怒ったんで

すね。「そんな事は３歳の子どもでも知ってい

る。白楽天に対してそういう答えはないだろう」

と。それに対し禅師は「３歳の子どもが知れど

も７０歳の白髪の老人がそれを行い難し」と

言った。白楽天は、自分も詩人として有名人で

あり、知識は豊富だったけれども、やはり政治

家としては自分が身体を張って一歩動かなけ

ればいけないのではないかと思ったという事

が「七仏通解偈」の教えにあります。皆さん方

も、考えた知恵・知識というものを行動に起こ

すことによって実践して頂きたい。ロータリ

ーは、宗教と同じように、自分の未熟さを気付

かせてくれる場であると私は思っています。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 神田（敬）君、小久保君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

会員増強および拡大月間

今 を 大 事 に
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ガバナー公式訪問例会記念卓話



《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　木川会長

・ソング　それでこそロータリー

・ビジター　第２５７０地区ガバナー�

　　　　　加藤玄静様（本庄）

　　　　　第２５７０地区ガバナー補佐

　　　　　佐藤信男様（狭山）

　　　　　（本庄）戸谷清一様／本庄ケーブルテレビ社長

・記念卓話　加藤玄静ガバナー�

【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　新井君

大崎光二（おおさきこうじ）様　Ｓ２９年１１月、

茨城県潮来のお生まれ、５４歳。千葉県立佐原

高校、中央大学を卒業後、証券会社、会計事務所、

経営コンサルタント会社を経て、Ｈ９年、飯能

開発（株）、飯能グリーンカントリークラブ（ゴルフ場）

専務取締役に就任。Ｈ１７年３月、代表取締役

となり現在に至る。経営の厳しい時、現会長の

木川理事長と共に努力され建て直された力量

は大変なものがあると思っております。さい

たま市に夫人と２人の息

子様とお住まいです。

◎大崎会員挨拶�

　日頃から地域の皆様に

大変お世話になっており

ますので、何かの恩返し

を出来ればと微力ながら

一生懸命やらせて頂きた

いと思いますので、是非

ともよろしくお願い致します。

◎木川会長よりロータリーバッジの装着◎会

長より歓迎の言葉◎誓いの言葉◎木川会長よ

りロータリーの額・四つのテスト・バナー贈

呈◎矢島（巌）Ｒ情報委員長より資料贈呈◎

山川幹事より会員証贈呈・所属／出席委員会

◎加藤ガバナーよりＲＩ会長テーマバッジ贈呈

　伝統あるクラブの一員として立派な社会奉

仕、国際奉仕が出来ることを期待しております。

「１人で出来ない事は皆で手をつないでやろう」。

そして、私の座右の銘「今を大事に」を色紙に

したものを小さくしたものです。

【会長報告】

　私は本年度「恕」の心をテーマに掲げました。

広辞苑では「ゆるすこと」と一行あるだけです。

物の本に「宥恕：ゆるすこと。寛恕：心が広く人

をよく受け入れる性質。度胸広く思いやりの

深いこと。仁恕：憐み深く思いやりの深いこと」

とあります。京都・清水寺貫主・森清範氏（６８歳）

は、年末に「恕」と書きたいと紙上で申されて

おり「忠恕」を加えておられます。今の時代、自

分に甘く他人に厳しい風潮を感じます。義務

教育に「道徳」の時間が必要と考える一人です。

　過日、「四つのテスト」の成り立ちについて

簡略に申し上げました。ＲＣ１００年、日本でも

１００年以上続く企業は２万社あるそうです。

私の菩提寺、心応寺の本堂を造った金剛組は

飛鳥時代からとのこと。続いたのは時代背景

等ありますが常に企業に“刺激”があったから。

ロータリーで“刺激”に類するのは「四大奉仕

活動」ではないかと思います。

　ロータリーが生まれたのは、職業人の裏と

表、本音と建前の世界が原点だろうと思って

おります。Ｐ・ハリスは弁護士でしたが、依頼

人は大なり小なり嘘を言う。その嘘を見抜く

事が仕事の始まりだった。純真な心の持ち主

だったハリスはそのため非常に淋しい想いを

していた。ある時、数人の市民と話し合う機会

があり、彼らが勝手にホラを吹き平気で零し

話をする姿を見て思わず膝を打ち、「１業種１

人」を思いつく。その線で会員を集めれば目上

も子分もおらず、職業分類という点から皆、平

等であり、しかも信用出来る人ばかりの集ま

りとなる。競争心も警戒心も無くなった時、人

間はその本性をとり戻し善意で溢れてくる。

きっと楽しいクラブが出来ると確信して実行

したのが「ロータリークラブ」だそうです。会

館を持たず、あちらの事業所、こちらのホテル

と会場を替える度に“引っ越しで歩き回る”と

ころから「ロータリー」と名づけた。マークも

引っ越しを表す馬車の車輪。ハリスは「例会に

出席にすると童心に帰ることが出来る」と言

ったそうです。例会の１時間は人間性を取り

戻す時間、心も身体もリラックスして緊張を

解し本来の自分に帰る時間ということです。�

クレームをつける気はありませんが、地区の

補助金審査に６年間出席していて、「１業種５

人」に変わったことについて、ＲＩはお金を集

めようとする傾向にあるねという話が出ます。

当初の時代から１００年経過しており変化は

仕方ないと思いますが、未来のロータリーを

心配しております。公式訪問にはそぐわない

かと思いますが敢えて申し上げました。

　８月は「会員増強および拡大月間」。改めて

大崎様の入会を心より歓迎申し上げます。飯

能には３０年間無欠席の方もおられます。出

席は義務ですので、よろしくお願いします。

　
【幹事報告】

・訃報。雨間会員のご尊父様。

・加藤ガバナー記念卓話後、記念撮影のため

　写真撮影場に速やかに移動。クラブ協議会

　終了後、ガバナーを囲んで懇談会。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢ＲＣ�

・９／１（火）ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）法定休日により休会�

・９／２９（火）移動例会 セレス所沢１２：３０点鐘�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　親睦旅行は３９名の参加希望を頂きましたが、

日程が１１／２８（土）２９（日）に変更となり、ホテル

が取れず旅行先も変更。誠に申し訳ありません。

後は親睦委員会にお任せ頂ければと思います。

◎矢島（高）会員�

　８／１３、第９１回全国高等学校野球選手権

大会に埼玉県代表として聖望学園が出場。ク

ラブよりご支援ご協力、企業・個人様よりご声

援を頂きました。１回戦敗退でしたが生徒は

貴重な経験をさせて頂きました。これからも

ご支援ご協力をお願い申し上げます。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

８／４（日高）田辺君

８／１８（日高）前島君、丸山君、中里（忠）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・加藤ガバナー、佐藤ガバナー補佐、本庄ＲＣ

　戸谷様、ようこそ。新入会員の大崎さん、お

　めでとう。　木川君、吉島君、山川君、高橋君�

・加藤ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそ。

　宜しくお願いします。　　　　  中里（昌）君�

・加藤ガバナー、ようこそ飯能へ。歓迎致し

　ます。　　　　　　　  萩野（映）君、安藤君�

・加藤ガバナー、戸谷さん、ようこそ。和泉君�

・長い間休ませて頂き有難うございました。大附君�

・故・家内に供花有難うございました。萩野（暁）君�

・妻の誕生日、バラを有難うございました。小崎君�

・聖望学園野球部の甲子園出場に際し、ご支援

　ご協力ご声援有難うございました。矢島（高）君�

・３年未満の懇話会で緊張の余り水をこぼし

　ました。お許し下さい。　　　  神田（敬）君

・制服忘れました。　　　　　　　小谷野君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計３８，０００円、累計額１１６，０００円。

◎２６日例会当番は川口会員、森会員です。�

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　木川会長

　Ｓ１８年５月２８日、本庄生まれ。Ｓ３７年、埼玉

県立本庄高等学校卒業。Ｓ４１年、立正大学経済

学部卒業。鉢形山城立寺第３７代住職。職歴：本

庄市議会議員、本庄市社会福祉協議会常務理事。

（財）埼玉県佛教会常務理事、日蓮教団副総長。

モットーは「今を大事に」「今に向かって精一

杯生きる」。

「年度計画書」は非常に読み易いですね。私が

「月信」を作る時、指示した通りではない頁立

てがあったりするのですが、この「計画書」で

はＪ・ケニーＲＩ会長の頁が２頁に収まり、テ

ーマ毎に１頁ずつきちんとなっている。活字

も大きい。ただ、会員の写真は載せていない

のですね。木川会長は「本年度の方針」を作る時、

いろいろ考えてご自分のテーマを作った。テ

ーマというのはその人の人柄を表したり、１

年の目標を表すもの。非

常に的を射たものもあり

ます。先程の「テーマバッ

ジ」はＷＢＣのマークとデ

ザインがほぼ同じ。ケニ

ー氏は特に説明されなか

ったのですが、研修リー

ダーによれば「いくら優

秀な方でも一人で組織を

動かすことは出来ないし、いろいろなことも

出来ないだろう。自分で出来ないことはいろ

いろな方と手を結びながら１つの運動をやっ

ていく」と、そのような意味があるとのこと。

　私が「今を大事に」という言葉を使ったのは

還暦になった時、この言葉を座右の銘にした

のです。私が４つの時に父が亡くなり、寺です

から父の弟が跡を継いで私の義父になったの

ですが、私が大学を卒業した翌月に３６歳で交

通事故で死んでしまう。叔父２人が４９と４９、

祖父が６０で亡くなっていて、加藤家では６０

歳はチャンピオンなのです。ですから私は６０

まで「これがクリアした」「これがクリアした」

と思って生きて、６０になった時、後の人生は

儲けものだな、と思えた。そこで、頂いた命を

どう使うか自問自答したわけです。そんな折、

ＲＣの先輩から「会長をやれ」と。そういう形

で会長になった時、今まで２０年間お世話に

なったＲＣに何かお返しをしなければいけな

いなと思いました。頭の方は良くない人間で

すから身体の方で一生懸命頑張ろうというこ

とで、地区へも出てガバナー補佐をやり、とい

う形で来ました。その時に、後の命をどう使う

かということを考えたのですね。

　質問を変えます。「あなたの命があと１週間、

あとひと月」と言われた時、皆さんはどういう

気持ちになると思いますか。おそらく今まで

一日一日を大事にした方は慌てず、まあしょ

うがないなという形でご臨終を迎えると思う

のです。しかし、今までそれ程やって来なかっ

た、やるべきことを一日延ばしにしていた方

はやはり慌てますよね。ですから年配の方に

よくその話をするのです。「あと１年と言われ

たら…」と。本業が坊主ですから言えるのです。

お医者さんが言ったらまた違う意味になる…。

そういう中で、私は「今を大事に」したい。

　先程、ロータリー歴の浅い１２名の方にも

お話したのですけれども、折角ロータリーに

入ったのだからロータリーにいる間、命を賭

けろとは言わないけれども、自分の思ったこ

とを花開かせたらどうかな、と。

　ロータリーにはいっぱいいい人がいるんで

す。「師」というのは歳に関係なくいろいろと

自分に教えてくれる方。「友」というのは上も

下も関係なく一緒になって何か楽しいことを

しようよ、という人。このような「師友」を持っ

ている方を私は非常に羨ましいと思います。

ロータリーに入って一番嬉しかったのはどこ

へ行ってもこのような立場になってくれる人

が沢山いるということです。間違っていれば

「加藤、その話は違うよ。俺はこう思うんだけど」、

もう一歩突っ込めば「どういうつもりでそう

いう話をしているんだ」と。そういう風に私に

いろいろと問いかけ、教えてくれる。また、

それを素直に聞ける人が偉い。素直に聞き入

れることによって間違いを二度と起こさない。

孔子も「丘や幸なり」と言っています。７０歳の

孔子に「それは間違ってますよ」と言ってくれ

る人がいたから二度と同じ間違いをしなかっ

たのだという一節が『論語』にあります。人生

において、物の利害関係ではなく、人間的な付

き合いの「師友」を果たして何人位持てるか。

　私はＲＣ歴２５年ですが、最初の５年位は不

良会員だったかも知れません。例会にもあま

り出ない、委員会事業も時々さぼる。そのうち

幹事をやる年回りが来てＲＣの歴史や事業に

ついて覚えなければならなくなった。どこで

覚えるかと言えば、原点は「例会」です。例会に

いつも出てくるような先輩は本当に造詣が深

く、何を聞いても答えてくれました。例会に

来ていない先輩は「いいんだよ、適当にやって

いけば」となかなか話をしてくれませんでした。

　ロータリーの危機が来ているということは

分かります。生き残りをかけるために考えな

くてはいけないことが今、いっぱいあるので

はないか。私の短い経験ですけれども、ＲＩと

地区の関係、地区とクラブの関係、ロータリー

と地域の関係、ロータリーとロータリアンと

の関係、家業・生業をどのように皆さんが考え

ているか等、誕生した１０４年前とは時代が

変わってきたなと思います。

　飯能は地区でベスト５位の会員数。しかし

残念ながら６月に妻沼が解散し５５から５４

クラブになり真下ガバナーの最後が１９７０人。

４月の地区協議会で私は会員数１９５０人と予

測して予算建てして承認を得ましたが、実際

７／１に幕を開けてみたら１８５６人です。１日

で１００人減ってしまった。世界的には米国、日

本、インド、英国で減っている。日本では最大

１３万５千人だったのが今は９万５千人。当地

区は全国３４地区で下から４、５番目を行っ

たり来たり。群馬よりも少なくなっている。

私共の本庄は７０人いますが商人は花屋さん

１人だけ。本庄、飯能、東松山等、従来の古い町

では地域の旦那衆が多かった。そして金融関係、

医師、土木建築関係。そういう方達が主力でし

たから、当然、私は入ろうとも思っていません

でしたし入る手だても無かった。しかし今の

本庄では商人が１人です。どういうことかと

言うと、他から来た事業所の工場長や総務部

長、そういう方が入って来ているのです。半

分位の人が「あの人、どこの人だったかな」と

思い出せない。そういう中で１つの組織を作

ってまちおこしを考えてもなかなか同じよう

な方向に向いていかないのです。

　ガバナーになるための準備期間は２年間。

ガバナーノミニーとして１年間、５４クラブ

に顔見せしながら自分を磨きます。それから

ガバナーエレクトという立場で１年間、米国

の研修会に始まり日本のあらゆる研修会に出

ます。そして７／１を迎える。まだ２か月です。

来年５、６月に卓話をさせてもらうとすれば

少しはマシな話が出来るだろうと思います。

第２５７０地区の出発は「会長エレクト研修会」

から公式に始まります。私は坊主ですから、お

寺を会場に使うのが良いだろうと考え、私の

人生の先輩にも当たる能仁寺の萩野（映）さん

にお願いしました。今、公式訪問に行くと「あ

の時はお寺でやったんですよね。畳で足が痛

かった」と会長エレクトから言われたりします。

どこでやったかを覚えているんですね。私は

自分の心もさらにしながら始めたわけです。

　全国３４地区のガバナー紹介が『ロータリー

の友』７月号に載っているので見て頂きたい。

ＲＩが、今年はこういうテーマで、こういう方

向にということが書いてあります。地区協議

会資料と「ガバナー月信」７月号には、地区は

こういう方向に行くということが書いてある。

私の半生記を読んできて頂いて、私を見て頂

ければと思ったのですが。会員の義務の１つ、

『ロータリーの友』の「購読」と言っても「購」は

１００％でも「読」の方は２０～３０％なのですね。

今、ロータリーも非常に「規制緩和」されてきた。

昔は「１業種１名」。「出席」は４連続で休んだ

ら５回目に自分の席が無くても文句が言えな

かった。ＭＵは非常に良いことです。どうして

も自分のクラブの例会を中心に見ていますか

ら。今日、飯能は２回目ですけれども、非常に

勉強になっています。これだけ人数がいても

私語をする方がいない。伝統と良い先輩が多

いところなのでしょう。しかし、そういう良い

クラブばかりではないのです。

　新クラブ結成には２０名のメンバーがいれば

誕生するわけですが、その２０名を割るクラ

ブが９クラブ、３０名を割るクラブが２５クラブ

あります。５４クラブ中２５が３０名以下。いく

らＣＬＰを採用して組織を簡略化・活性化しよ

うと言ってもそれ程うまくいくかどうかとい

う問題があります。未だ２年目で成功例、失敗

例は出て来ませんけれども、今年は、ＣＬＰ導

入して１年、２年と経ったクラブの情報を得

てください。私の方では「クラブ支援」を第一

に考えます。これは、ＲＩが出来ないこと、情

報や研修、その他諸々を私の方で支援をする

ことです。財政的に大変なクラブが多いです

から、会費をあまり貰わない、殆どのセミナー

は登録料なしです。ＩＭもあまり華美になら

ないよう４千円以内でやって頂きたい。セミ

ナーも一方的にやらず「ロータリーの危機」と

いうことだから皆さんの意見を沢山聴いた方

がいい。こちらからしゃべる時間帯もあるけ

れども、テーブル討議してもらったものを出

して頂き、それを活かす。そういうセミナー

の方法を今年は採っています。

　今年はまた、ご自分の職業をもう一度“生業”

“家業”として見て頂くようにしたい。企業的

な感覚になってしまって問題を起こす会社が

ある。残念なのはロータリーのバッジをつけ

たまま捕まる方が随分いるということです。

先日、私の主治医がこういうことを言いまし

た。「本当に医者っていうのは容易じゃないよ

な。電話が夜来ようと休みに来ようと行かな

くちゃならない」。私は「それはそうですよ。

先生の立場というのは電話があったら直ぐ行

くこと。私の場合は大丈夫ですけど」と話しま

した。そうしたら、その先生はゴルフをやって

いても麻雀をやっていても電話があると必ず

すぐ帰るのだそうです。私はそれを聞いた時、

「先生を主治医として選んだことは間違じゃ

なかった。電話した時に先生が来てくれない

というのは患者として非常に淋しいことなん

です。でも先生にはやはり職業倫理観という

ものがあるんですね」と褒めました。その時

思い出したのが祖父の言葉です。「うちは檀家

が２０７軒の小さな寺で、大体信者さんが多い

から“お布施を貰わないお経”を上げられるか

が坊主の倫理なんだ」。私は法事で祈願があっ

て奉納金を頂く時も必ず終わった後に見ます。

先に見るとどうも先入観が入るような気がす

る。それも１つの倫理観かな、と。だから私は「ク

ラブ支援」と同時に、皆さんにご自分の職業

倫理というものを考えて頂きたい。ですから

私は地区大会の時、家訓・社訓を集めて発表

する場を１部屋作りたいのです。また、社会

奉仕としては、自分の住んでいる地域の木を

植えたり、川をきれいにしたり、自然のもの

に手を出して頂きたい。そういうことも考え

ているわけです。

　とにかく、知識だけではしょうがない。ロ

ータリーの人は一般的に知識は豊富です。し

かし、その知識を行動に移すため少しの勇気

をもって最初の一歩を踏み出してもらいたい。

昔、中国の白楽天という詩人・州知事がある所

に赴任した時、その地の道林禅師という有名

な坊さんの所へ行き、「私は白楽天という者で

すが禅師にひと言聞きたい」と述べ「仏教とは

何か」という単純な質問をした。禅師が「諸悪

莫作・衆善奉行（悪いことはするな、善いこと

をやれ）」「自浄其意・是諸仏教（浄らかな心で、

是が仏教だ）」と答えると白楽天が怒ったんで

すね。「そんな事は３歳の子どもでも知ってい

る。白楽天に対してそういう答えはないだろう」

と。それに対し禅師は「３歳の子どもが知れど

も７０歳の白髪の老人がそれを行い難し」と

言った。白楽天は、自分も詩人として有名人で

あり、知識は豊富だったけれども、やはり政治

家としては自分が身体を張って一歩動かなけ

ればいけないのではないかと思ったという事

が「七仏通解偈」の教えにあります。皆さん方

も、考えた知恵・知識というものを行動に起こ

すことによって実践して頂きたい。ロータリ

ーは、宗教と同じように、自分の未熟さを気付

かせてくれる場であると私は思っています。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 神田（敬）君、小久保君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

会員増強および拡大月間

今 を 大 事 に
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８５．７１％

石原橋下の釣人

加 藤 玄 静

加藤玄静様（本庄ＲＣ）
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