
２０１４年１２月３日　第２１７７回例会　VOL. ４６　No. ２１

■司　　会　副 SAA　市川　慎二

■開会点鐘　会　長　増田嘉一郎

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　　
　　　ＳＬ　北澤　正浩

■出席報告

■本日の欠席者
太田 (幸 )、後藤、斎藤、桜田

■他クラブ出席者　　　　　
新川（横浜鶴見西 RC）、太田（地区）

鈴木、二宮（麻）（横浜瀬谷 RC）

■ビジター　　　　　
森本　　潔様（横浜瀬谷 RC）

■ゲスト　　　　　
尾形　圭照様

（日蓮宗僧侶、㈱ヒューマンディスカバリー代表取締役）

■ 12 月誕生記念祝
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「ロータリーに輝きを」

2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン　　RI.D2590ガバナー／大野  清一　　横浜旭RC会長／増田嘉一郎

Light  Up  Rotary  

横浜旭ロータリークラブ

後藤　英則会員　　　　12.1

五十嵐　正会員　　　　12.20

関口　友宏会員　　　　12.10

■会長報告
１）12 月の別名は、師走です。この由来につ

いても諸説ありました。師とは学校の先生で、

先生が走るというのが、俗説ですが、万葉集

や日本書記では十二月と書いて、「しわす」と

読ませており、漢字で「師走」と書くのは、

元禄時代以降の当て字というのが、有力です。

当て字だという見解によると、「師馳（は）せ

月」からきたというのです。師とはお坊さん

であり、お盆の 12 日頃と、年末の 29 日か 30

日頃お坊さんは檀家を廻って、お経をあげま

す。お坊さんが物凄く忙しく駆けずり回って

いるということです。そこで「師走」（しはす）

という字をあてたというものです。

　12月７日は、二十四節気の21番目大雪です。

雪が激しく降り始めるころで、大雪となりま

した。鰤（ぶり）などの冬の魚の漁が盛んに

なり、熊が冬眠に入り、南天の実が赤く色つ

くころになります。

２）12 月は家族月間です。世界中のロータリ

アン、クラブ、地区は、毎年 12 月の家族月

間を祝うために、プロジェクト、活動、行事

を通じて、家族と地域社会への献身を示すよ

うに奨励されています。全てのロータリーク

ラブとロータリアンは、諸活動を計画する際、

ロータリークラブ会員の配偶者や家族のこと

本日の出席数       27 名会  員  数 　 　 　 35 名

本日の出席率　87.10％ 修正出席率    　  100％
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を考慮に入れるべきであると、ロータリー憲

章に定められています。

　ロータリークラブの奉仕目標には、家族の

協力を得て達することも考えるということで

す。勿論、今年度ご家族の協力を得て実施さ

れたプロジェクトもいくつかありますが、奉

仕活動にさらに多くの家族の協力を得るため

にも、12 月 20 日のクリスマス例会には、大

勢の家族の参加を得て、家族間の親睦も深め、

それを次なる奉仕活動へと結びつけていけれ

ばと思っております。クリスマス例会の申込

者が例年に比べ少ないようですが、親睦委員

会では丁度クリスマスに合わせた時期に、会

場をとっていただきました。ご家族ご同伴で、

横浜港の夜景を楽しみながらのクリスマス例

会への参加をお願い致します。

３）当クラブから財団奨学生として推薦致し

ておりました、朝倉春菜さんが正候補者とし

て決定しました。朝倉さんは、来年３月東京

芸術大学大学院音楽科（オペラ）修士課程を

終了予定で、スイスのベルン芸術大学への留

学を希望されています。カウンセラーは安藤

公一さんにお願いしました。朝倉さんは、次

週例会にお見えになります。

■年次総会議事録
　会員総数の３分の１の定足数を満たしてい

るので、年次総会は有効に成立した。

　議長（会長）は、次年度理事候補者の選任

について諮り、出席会員の過半数を超える会

員の賛成があったものと認め、承認された。

決定した理事は、次のとおりである。

○次年度理事（敬称略）

安藤　公一、青木　邦弘、福村　　正

五十嵐　正、増田嘉一郎、新川　　尚

佐藤　真吾、関口　友宏、田川　富男

　　平成 26 年 12 月３日  会長　増田嘉一郎

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　12 月 16 日㈫夜間移動例会

　　　点鐘　17 時 30 分

　　　クリスマス会

場所　ロイヤルホールヨコハマ

　　　横浜市中区山下町 90

　　　℡　045-641-1122

日時　12 月 23 日㈫祝日休会

日時　12 月 30 日㈫休会

日時　１月６日㈫夜間例会

　　　点鐘　18 時

○横浜田園ロータリークラブ

日時　12 月 16 日㈫クリスマス例会

　　　点鐘　18 時

場所　青葉台フォーラム

日時　12 月 23 日㈫祝日休会

日時　12 月 30 日㈫休会

日時　１月６日㈫新年例会

　　　点鐘　18 時 30 分

場所　青葉台フォーラム

○横浜南央ロータリークラブ

日時　12 月２日㈫ガバナー公式訪問

日時　12 月 16 日㈫→ 19 日㈮

　　　クリスマス家族特別例会

日時　12 月 23 日㈫祭日休会

日時　12 月 30 日㈫休会

■社会奉仕委員会　　  　　　　　福村　　正

　来年１月 11 日に予定していますチャリ

ティーコンサートの運営支援のための企業協

賛のご協力を宜しくお願いします。各会員の

おかれましては今月末に改めてご協力頂く所

存です。

■ R 財団委員会　　  　　　　　　安藤　公一

　先月よりお願い致しましたポリオ撲滅の為

の特別寄付が 16 万円集まりました。皆様のご

協力に感謝申し上げます。

■災害復興支援委員会　　  　　　安藤　公一

　２週間前にお願いしました岩沼市の保育所、

幼稚園へのクリスマスプレゼント贈呈 PJ に各

日程に 2 ～ 3 名の会員の方が現地に行って頂

ける事になりました。ご協力に感謝申しあげ

ます。スケジュール等の詳細につきましては、

個別にご案内申し上げます。

■親睦委員会　　  　　　　　　　市川　慎二

　クリスマス家族親睦会へのご参加、宜しく

お願い致します！

　又、１月下旬に日本一大きい高脚がにを食

べに行こうという行事を企画いたしておりま

すので、こちらも宜しくお願い致します。

■秦野産材生産現場見学　　　       内田　　敏

日時　11 月 22 日㈯

　神奈川県森林再生課による秦野産材生産現

場見学会に、二宮登会員、友人の瀬谷 RC 会長

市川さん、前に体験例会に出席して頂いた松

田パウロさん、二宮さんの後輩、東京農大関

係者 2 名、私の関係者 4 名その他７名計 18 名
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で秦野市役所からのマ

イクロバスで、秦野市

寺山にある諸戸林業所

有の森林整備施業実施

に行って来ました。

　この森林の広さは約

900 町歩（270 万坪）、

以前は九州島津藩が所

有していました。この

森林を約 120 年前に現

在所有されている諸戸

林業の 5 代目の方が譲り受け、120 年に渡っ

てこの森林を枝打ち、間伐、新たな苗木を植

樹し育て森林を整備してきたそうです。

　この見学会で森林の木の伐採の仕方、伐採

された木を必要な長さに伐って搬出する方法

等の説明を受け、神奈川の森林から杉、檜、

の間伐材など、家づくりに最適な木材が生産

されている事、家をつくるには地元神奈川の

気候風土で育った木が適しているという事を

改めて学習してきました。

　どうして森林が荒れているかというと、外

国からの安い木材が輸入され国産材が使われ

なくなり、木を育てても売れないので山で働

く人が減り、森林の手入れもしなくなった。

　平成 24 年度神奈川県内の木材生産実績は資

料によると秦野市 23％、相模原市 19％、山北

町 14％、湯河原町 11％、箱根町 9％南足柄市

9％、小田原市 4％、清川村 2％、愛川町 1％

だそうです。

　神奈川県の森林を守るためには間伐材をは

じめ神奈川の木を使うことが、間伐などの森

林の手入れを進め、森林を守り育てることに

つながります。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

森本　潔殿 ( 横浜瀬谷 RC) ／本日は例会に参

加させていただき、有難うございます。旭ロー

タリークラブさんを手本に出席率 100％を目

指してがんばります。これからも宜しくお願

い申し上げます。

増田嘉一郎／①本日は年次総会です。親交に

ご協力をお願いします。②尾形圭照様、卓話

楽しみにしています。

漆原恵利子／①尾形様、ようこそおいで下さ

いました。卓話よろしくお願いいたします。

②会員の皆様、年次総会よろしくお願いいた

します。

関口　友宏／①間もなく喜寿を迎えます。「今

が若い」をモットーにこれからも頑張ります。

②森本さん、ようこそ。

安藤　達雄／尾形様、本日はお忙しいところ

卓話にお越し頂きありがとうございます。

倉本　宏昭／①尾形様、本日はようこそおい

で下さいました。卓話よろしくお願いします。

②森本様、ようこそ。

市川　慎二／①尾形圭照さん、本日の卓話宜

しくお願い致します。②内田さん、先日はあ

りがとうございました。

五十嵐　正／誕生日祝いを頂き、有難うござ

います。いつのまにか 61 歳になってしまいま

した。

松本　英二／本日は卓話当番ですが、ゲスト

スピーカーをお願いしました。僧侶による卓

話になります。なかなかこのような機会があ

りませんので、お聞きいただけたら幸いです。

安藤　公一／①尾形様、本日の卓話宜しくお

願い致します。② 12/7 ㈰ 14 時よりラグビー

早明戦が開催されます。Nhk でも放映されま

すので、皆さん応援宜しくお願いします。③

ポリオ撲滅の為の特別寄付にご協力有難うご

ざいました。

吉原　則光／尾形様、本日の卓話楽しみです。

よろしくお願いします。

岡田　清七／尾形僧侶さん、本日は卓話あり

がとうございます。

佐藤　利明／尾形圭照様、卓話よろしくお願

いします。②瀬谷 RC 森本様ようこそ。

佐藤　真吾／①尾形様、本日はお忙しい中、

卓話にお越し下さり有り難うございます。②

横浜瀬谷 RC 森本様ようこそ。

■卓話「思いやりの心」　　　　　尾形　圭照

１）挨拶、今日の流れ

①自己紹介：鎌倉上行寺　尾形圭照　

思いやりの心が大切／心の広さについて　
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お話しします。

②先祖の話

　自分の先祖は何人くらいいるか考えたこと

はありますか？

両親で 2 人、祖父母で 4 人と数えると、5 代

前で32人、10代前で1024人、20代前になると、

1,048,576 人と 100 万人を超えます。20 代前

というと約 600 年前、足利義満の時代です。

　そのころ、自分の祖先が 100 万人いたと考

えると、皆さんどこかで繋がっているかもし

れませんし、また、そんなに多くのご先祖様

に支えられていることに感謝しなければいけ

ないですね。

　師走、そして新しい年を迎えるにあたって、

ご先祖供養もぜひ行っていただきたい。

③今日のお話は　

見宝塔品第十一　

＊付属有在　

　人への思いやりが大切／心の広さ

＊令法久住　

　どんな時代でも忘れてはいけないこと

■ある家族のお話しを引用

＜家族の話のまとめ＞

これはすべて「自分のことに精一杯で相手の

気持ちを思いやる余裕がなかった結果」です

ね。普段から気をつけていただきたいことで

すが、特に親・姉妹など肉親というのは、分かっ

ているだろうと説明が足りなかったり、他人

であれば気を使ってして話をするところ、「遠

慮」「配慮」というものが欠け、相手を傷つけ

てしまうことが多くあるようです。

自分の一番近いところにいて気を許している

肉親ですが、実は一番思いやりが必要な相手

なのではないでしょうか。人生は修行といい

ますが、本当に毎日、身近なところから日々

修行といえます。

　12 月は師走で忙しいときですが、「忙」とは、

「心」を「亡くす」と書きます。そんな忙しい

時こそ、相手への思いやりを忘れないで欲し

いですね。

２）相手のことを思い、優しい言葉が大切

＊人間はほめられると嬉しい

「すごいですね」「勉強になります」「初めて聞

きました」「さすがです」「素敵ですね」…

　子供にも～「よくできたね！」「頑張ったね」

「大丈夫。できるよ」「ありがとう」…と言う

だけで笑顔になる。伸びる。

　奥様にも～「いつもありがとう」「この〇〇

美味しいね」「今日もきれいだね」

　見宝塔品第十一　の話しに戻ります。

「付属有在」は　「佛、この妙法華経を以て付

属して在ることあらしめんと欲す」お釈迦様

が涅槃に入ったときの教え。残された人への

ことを考え、責任感からくる言葉です。

　法華経を受け継ぐ人がいるからです。それ

は人のことを考えながら、人への思いやりが

大切ということも伝えています。

　皆さんも、周りの人に残したい大切な言葉

を伝えてみてはいかがでしょうか。

３）最後に

日蓮上人の言葉（ご妙判）にある重須殿女房

お返事にいわく

「災いは口より出でて身をやぶる。さいわいは

心より出でて我をかざる」

「災いを呼ぶのも、幸いを呼ぶのも口から出る

言葉」ということです。

　「お経はなんか難しい。」と思っている方も

いらっしゃると思いますが、一つに焦点を当

てて考えてみると、こんなに身近なことなん

ですね。

　マナーでは「心」と「形」が必要です。「形」

だけきちんとしていても気持ちが入っていな

いと冷たい印象になったり、雑に感じてしま

うでしょう。また、「心」だけあっても伝える

すべとしての「形」が分からないと、相手に

伝えることさえできません。

　「心」と「形」が相まって初めて相手に伝わ

るのです。思いやりの心、そして形としての

「言葉」や「挨拶」など大切にしていただきた

いです。

　これから寒くなりますので、お体を大切に。

そして、ロータリークラブのますますのご発

展をお祈り申し上げます。ありがとうござい

ました。

■次週の卓話　
　12/17 ㈬→ 12/20 ㈯
　　　　　クリスマス移動例会
　　　　　点鐘 18 時
　　　　　場所　みなとのみえる丘公園
　　　　　　　　kkR ポートヒル横浜４階
　　　　　　       

　　　　　　　　　　 週報担当　鈴木　茂之


