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2008-2009 国際ロータリーテーマ

「夢をかたちに」

第2078回　例会（第七回例会） 卓話例会　地区会員増強維持強化委員長　浅田進様

★ 点鐘

★ ロータリーソング斉唱 　第３週　我等の生業

★ 四つのテスト唱和 

★ 来訪者紹介　小林一好会長

★ 会長挨拶　 .. . . .小林 一好会長

★ 幹事報告　 .. . . .小椋 剛幹事

★ 卓話者紹介　渡邉榮一パスト会長

★ 本日の卓話　　ガバナーエレクト 加藤玄静氏

★ にこにこ報告　　スマイルボックス委員会

★ 点鐘

★ 来賓紹介　　　小林 一好会長
本日の来訪者は、本庄ロータリークラブ：加藤玄静様　　熊谷南クラブ：
山口しげる様　行田さくらロータリークラブ：矢沢大和様・新井啓介様　　
そしてキョウナさんです。

★ 会長挨拶 .★ 小林 一好会長

ここ数日間、朝晩と、残暑の中にも心なしか秋の気配が感じられる今日この頃です。

本日行田ロータリークラブ創立記念例会と言う大切な例会に、ガバナーエレクト加藤玄静様に花を添えて頂き

ありがとうございます。行田ロータリークラブの創立には、皆様もご存知のように熊谷ロータリークラブを

スポンサーとして近藤特別代表の努力によりまして、故 永沼運造氏により日本で757番目、埼玉県で26番目の

クラブとして、33名のチャーターメンバーで発足致しました。

今日では、チャーターメンバー創立当時の大変な苦労・努力も過去のものとして、

殆ど忘れ去られようとしていますが、当クラブの現在の姿は創立以来の伝統・精神により支えられている事と思います。

ロータリーの基本哲学に何等変わる事はないものです。

創立当時の例会出席率は、殆ど100％に近い状況であったと聞いております。

チャーターメンバーであり現会員でもある方は、今は佐藤孝太郎氏 １人です。

体調を崩し療養中で、年齢は96歳で当クラブの最年長者です。

早く快復して頂き、出来れば創立当時の思いをお聞きしたいものです。私の年度で

43年と言う歴代の会長・会員皆様が築いた歴史と伝統あるクラブです。

しかし最も大切な事は、現状のクラブの在り方だと思います。

いかに過去に輝かしい業績があっても今はどうかと自問して見極めて、ルールを守り

一致団結し汗して行動を起こす事が重要だと思います。

そのためにも「温故創新」が必要です。故きを温ね新しきを作ると言う気持ちです。

先人達の創立の精神を最も大切にし、皆様と共に限りない発展に向けて邁進したい

と思います。～会長挨拶 次のページへ続く～
点鐘風景



～会長挨拶 続き～

以上の事を踏まえまして、行田ロータリークラブ発展のために貢献しております。

ロータリー暦20年以上の先輩に、ささやかですが記念品を贈り感謝の心を表したいと思います。

そして今後とも、ご指導を宜しくお願い致します。

本日は当クラブ創立記念例会に、暑さ厳しい中またご多用の中御来訪頂きましたガバナーエレクト

加藤玄静様、ありがとうございます。この後の卓話を、宜しくお願い致します。

それではロータリー暦20年以上の先輩に敬意と尊敬の意を込めまして、ご紹介させて頂きます。

●在籍42年 佐藤孝太郎様　●在籍41年 小池英輔様　●在籍35年 渡邊榮一様　●在籍35年 大谷浩一様

●在籍35年 石塚喜助様　●在籍33年 木村滋様　●在籍28年 長島隆行様　●在籍27年 永島健雄様

●在籍27年 山田晃様　●在籍26年 清水義夫様　●在籍26年 蔭山好信様　●在籍25年 諸貫健一様

●在籍25年 武笠邦之助様　●在籍23年 小山博様　●在籍21年 黒渕陽夫様　●在籍20年 長谷川和男様

以上、16名です。

ここで写真の撮影をして、小池英輔パスト会長にご挨拶をして頂きました。

本日は、創立記念例会に出席出来た事を本当に嬉しく思うのと同時に、記念品を頂きありがとうございました。

行田ロータリークラブの創立当時、私は20代でした。 親父がチャーターメンバーでして、俺よりもお前が出た

方が良いだろうと言う事で、私は出席をさせて頂きました。

周りは大先輩方ばかりでして、私は何て堅苦しい会に入ってしまったんだろうと後悔したものです。

でも5年後には幹事の役が回ってきてしまい、これではいけないと思い、頑張って出席して勉強をしました。

これからもどうぞ宜しくお願いします。本日は、どうもありがとうございました。

★ 幹事報告 .★ 小椋 剛幹事

皆様こんにちわ。本日は8月11日の行田ロータリークラブ創立を記念しましての

記念例会となります。行田ロータリークラブは、42年前の1966年8月11日

熊谷ロータリークラブをスポンサーとし県下27番目に33名の会員で発足致しました。

先ほど表彰されました功労会員の皆様を初め、先輩ロータリークラブ会員に対し

改めて感謝致します。尚、本日は、加藤玄静ガバナーエレクトをお迎えし

「ロータリーに通じる仏教的認識」と題しまして卓話を頂きます。

加藤玄静ガバナーエレクト様におかれましては、当行田ロータリークラブの

創立記念例会に花を添えて頂き、大変ありがとうございます。

※明日8月22日は、小林年度初めての行田ロータリークラブ内親睦ゴルフコンペと

.. . .なります。ゴルフ委員会の皆様、宜しくお願い致します。

※来週8月22日は夜間例会となります。例会場はふじみ鮨となりますので、お間違えのないようお願い致します。

※8月18日付で案内が出てますように、9月9日(火)は、吹上ロータリークラブ・行田さくらロータリークラブ・

　 行田ロータリークラブの３クラブ合同による恒例の３クラブ合同例会となります。今年度は吹上ロータリークラブ

　 のホストにより、アイトピアで午後6時30分点鐘で行われます。準備の都合上、8月31日まで出欠の確認を

　 致しますので、宜しくお願い致します。多くの出席を、お待ちしております。

※9月4日(木)第５グループの第２回会長幹事会が熊谷ロータリークラブ担当で開かれます。

～幹事報告 次のページへ続く～



～幹事報告 続き～

最後に、10月26日に行われます台北城中ロータリークラブとの姉妹クラブ調印式出席の確認期限の件ですが、

8月28日が最終日となっております。多くの会員の皆様の出席を期待しておりますので、宜しくお願い致します。

以上、幹事報告と致します。

★ 卓話者紹介

★ 渡邉榮一パスト会長

加藤玄静様は、昭和18年5月28日、本庄市にて

生まれた方です。

鉢形山城立寺三十七代の、ご住職様でもあります。

加藤玄静様、本日は卓話をどうぞ宜しくお願い致します。

★ 本日の卓話　　　　ガバナーエレクト 加藤玄静氏

テーマ　「ロータリーに通じる仏教的認識」　～今に向き合って精一杯生きる～

１）今と言う、この時期を大切にする習慣・・・人生の一生　　
行動以前の心配は無用

　　迷いの元になる三毒(食欲・瞋恚・愚痴)

　　一度の人生に燃えよ

２）良い習慣を身に着けるには・・・日々の心がけ

３）イキイキした環境を作る・・・誰でも出来る

　　優しい言葉に笑顔で感謝・・・言葉の力

　　笑顔能力は企業の戦力

４）思い通にならない、この世のつらさ・避けては通れない

　　四苦(生・老・病・介護・死)、八苦

仏教は、因縁・因果、撒いた種が生えると言う教え

良い縁に触れる（縁は努力して作る）心田を耕す

因・・・色々な現象を起こす原因

縁・・・それが何かの機会や条件に合う

果・・・様々な結果として現れる

報・・・必ず何かの影響を及ぼす

宗教

(ロータリー)は心の方向転換

私が今生きているという思い　今生かされていると言う感情が　広く家族への思いやり

社会への思いやり　国家への思いやり　世界人類への思いやりと広がっていく

１）「転依」てんね　転・・・転とは方向転換

　　　　　　　　　　　依・・・依は拠り所

　　たとえば　迷いの拠り所を、悟りの拠り所に転じる

　　これを、「転識得智」と言う

１）人格が異なると言う事には、「現行、薫習、種子」が関わってくる。・・・身・口・意の三業

１）仏教は自業自得の教え、人間は生まれによって尊からず、自らの行為によって

.. . .尊い人になる。・・・まさに「人生、心がけ」

～人格の形成へと繋がる～

ロータリークラブの会員から、ロータリアンになる



★ 謝辞　　　　　小林一好会長 ★スマイルボックス委員会

加藤玄静様、本日は大変お忙しい中、

ありがとうございました。
にこにこ報告　大野年司委員

.★ にこにこ報告　スマイルボックス委員会　　大野年司委員

第2078回例会　　2008年8月21日

● 加藤玄静様 創立記念例会の卓話で訪問しました。
宜しくお願いします。

● 小池英輔会員 加藤ガバナーエレクト 卓話ご苦労様で
す。心から歓迎致します。

● 山口茂様
小林会長様 渡邊榮一様 小山博様　
地区で大変お世話になります。 ●

武笠邦之助会
員 加藤玄静様、卓話ご苦労様です。

● 矢澤大和様
加藤ガバナーエレクトの講和を拝聴に伺
いました。お世話になります。 ● 小山博会員

加藤ガバナーエレクト、卓話ありがとう
ございます。ご活躍を期待しております
。

● 新井啓介様 本日はお世話になります。 ● 石塚喜助会員 加藤ガバナーエレクト 卓話ごくろうさん
です。

● 小林一好会長
ガバナーエレクト加藤玄静様、大切な創
立記念例会に卓話ありがとうございます
。

● 山本憲作会員 加藤様、本日はありがとうございます。

● 小椋剛幹事
加藤ガバナーエレクト卓話ありがとうご
ざいます。創立記念日、先輩RC会員に
対し、改めて感謝申し上げます。

● 諸貫健一会員

ガバナーエレクト加藤様、ようこそ行田
ロータリークラブへおいで下さいました。
山口様・矢澤様・新井様、御来訪ありが
とうございます。

● 永島健雄会員
本日は顕彰を頂き誠にありがとうござい
ます。ようこそ加藤玄静様、JC時代とお
変わりなくお元気ですね！！

● 湯本茂作会員 本日は加藤ガバナーエレクト様、
卓話ありがとうございます。

● 内山俊夫会員

行田市民大学 開校前講座の申し込み
好評です。次週の夜間例会にて市民大
学発足についての卓話を致します。宜し
くお願いします。

● 鴨田武会員
加藤ガバナーエレクト様の卓話楽しみ
にしておりました。

● 鈴木貴大会員
お盆休みに穂高へ登りに行きました。残
念ながら、雨で途中で引き返し、疲れた
だけでした。

● 冨田久雄会員 加藤玄静様、本日は卓話ありがとうご
ざいます。

● 清水義夫会員
誕生祝いの写真をありがとうございまし
た。さすがプロが撮っただけあって良く撮
れました。

● 渡邊榮一会員

加藤玄静ガバナーエレクト、本日は卓
話ありがとうございます。
山口様・矢澤様・新井様、御来訪ありが
とうございました。

● 蔭山好信会員
ロータリー暦だけが「無駄に」永くなって
しまいました。これからは「無駄に」しな
いよう頑張ります。

● 大野年司会員 加藤様、卓話ありがとうございます。

● 以下同文
古沢勇治会員・境野登章会員・清水治雄会員・小澤瑛会員・斉藤恭一会員
持田朋春会員・田山僖一郎会員・島崎政敏会員

● 合計　40,000円

.★ 点鐘


