
 

 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
卓 話 

 

進 行 ＳＡＡ  
点 鐘 午後 12 時 30 分 戸谷清一 会長 

国 歌 君が代 

ソング 奉仕の理想 

 

〔会長挨拶〕         戸谷清一 会長  

 
 

皆様こんにちは。東日本大震災で亡くなられた皆様のご

冥福と行方不明の皆様のご無事をこころよりお祈り申し上

げます。本日も大変ご多用のところ多数会員の皆様のご出

席いただき本当にありがとうございます。そしてこのよう

に平穏に会合が出来ますことにこころより感謝申し上げま

す。 
まず初めにご来賓のご紹介を申し上げます。米山奨学生

の鄭亨在ｼﾞｮﾝﾋｮﾝｼﾞｪ君ようこそおいでいただきました。

（韓国 34歳 早大大学院国際情報通信研究科修士 2学年） 
八戸ロータリークラブの髙木学様ようこそおいでいただ

きました。髙木様は SMBCフレンド証券八戸支店長から本
庄支店長に転任されました。 
さてこの度、SMBCフレンド証券本庄支店長の中村浩史
会員は転勤の為、本日をもって退会なされます。現在ＳＡ

Ａの有力メンバーとしてご活躍されていますので大変残念

なことでございます。静岡支店長として赴任されます。髙

木学様は本日はメイキャップですがこれから所定の入会手

続きを経て会員皆様のご承認をいただければ、ご入会いた

だける予定です。 
本日は高柳パスト会長の卓話を予定しています。 

 
 
 
矢島地域活性化委員長より書き損じはがきの報告があり

ました。 
 渋澤親睦委員長より６月３０日の「さよなら例会」のご

案内がありました。是非奥様ご主人様同伴で多数の皆様の

ご出席をお願いいたします。 
 髙橋パストガバナーより５月２０日の法人会講演会のお

誘いがありました。 
  
☆高柳パスト会長卓話（第４グループ ガバナー補佐） 

    「ガバナー補佐をさせていただいて － 利他の

すすめ － 」 
 八木広報雑誌委員長よりロータリーの友の感想発表があ

りました。 
 金子地区日豪青年相互訪問委員長より地区報告がありま

した。 
 
福島担当副会長よりニコニコの報告がありました。 
巴出席委員長より出席率の報告がありました。 
野澤副委員長より次回プログラムの報告がありました。 

 
２．報告・予定  
                 
 ４月２４日（日）2011年 地区協議会 会場 

ものづくり大学 
 ４月２８日（木）１８時３０分～夜間例会 

埼玉グランドホテル本庄 
    米山奨学生「鄭亨在 ジョン ヒョン ジェ」歓迎会 
 ４月２９日（金）米山カウンセラー会議 

国立女性教育会館 
出席：春山カウンセラー、橋本副会長、米山坂本委員長 
 ５月 ５日（木）年次休会 
 ５月 ９日（月）１８時３０分～ 役員理事会：五州園 
 ５月１２日（木）１２時～ 第１例会 

埼玉グランドホテル本庄 
         ☆高柳パスト会長の卓話 
        １８時３０分～ 次年度合同委員長会議 
 ５月１４日（土）１３時点鍾 第一回会員増強セミナー

（次年度） 
 ５月１９日（木）１２時～ 同伴例会 

埼玉グランドホテル本庄 
   ☆加藤直前ガバナー仮題「冠婚葬祭と世間の常識」 
          １８時３０分～ 次年度理事会 
 ５月２４日（火）１８時３０分～ 三代会長幹事会 
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５月２６日（木） ８時２０分 第３回ゴルフコンペ 
１８時３０分 夜間例会：埼玉グランドホテル本庄 

５月２８日（土）１５時～１６時３０分  
埼玉県腎アイバンク協会 総会 
埼玉県県民健康センター 

 ６月 ２日（木）１１時～ 役員理事会 
埼玉グランドホテル本庄 

         １２時～ 第１例会 ☆クラブ協議会                
         １８時３０分～ 新旧合同理事会 
 ６月 ３日（金）１３時３０分 

「ロータリー･リーダーシップ研究会」 
 ６月 ９日（木）１２時～ 第２例会 ☆クラブ協議会 
 ６月１０日（金）１４時～ 日台ロータリー親善会議 

京都市 
 ６月１１日（土）１５時点鍾  

ＲＩ2570地区 地区会合 志木市民会館 
 ６月１２日（日）１６時～  

米山学友総会＆新奨学生歓迎会                
 ６月１６日（木）１２時～ 第３例会 

埼玉グランドホテル本庄 
         ☆栗山昇地区研修委員長の卓話  
 ６月２３日（木）１２時～ 第４例会 

埼玉グランドホテル本庄 
         ☆田中パスト会長の卓話 
 ６月３０日（木）１８時３０分 さよなら例会 

アメージング・グレイス 
 

〔幹事報告〕          中島高夫 幹事 

 
 
皆さんこんにちは。本日は SMBCフレンド証券支店長 

中村浩史会員の転勤にともない、同社の支店長髙木 学さん
が、入会することに成りましたので報告いたします。 
米山奨学生ジョンフョンジェさんようこそおいでくださ

いました。又連休明けのご多用の中、国際ロータリー2570
地区第 4グループ高柳育行ガバナー補佐の卓話を予定して
います。題目は「ガバナー補佐をさせていただいて」です。

後程宜しくお願い致します。 
 
報告 
１．いわき平中央 RCより、原発による放射能の風評に
ついての手紙を頂きましたので報告いたします。 

 ２．米山学友総会＆新奨学生歓迎会＆懇親会のご案内 
 ３．地区補助金プロジェクト報告書提出のご案内 
 ４．ガバナー月信第 11号が届けられております。 
 
 

〔挨 拶〕 
転勤の挨拶      中村浩史 会員         

入会者の挨拶     高木 学 様 
                           

〔地区報告〕 
日豪青年相互訪問委員会「新書」について   

 日豪青年相互委員会    金子 章 委員長 
 

〔委員会報告〕 
「ロータリーの友」の感想     

広報雑誌委員会    八木茂幸 委員長 
「書き損じ葉書」について          

地域活性化委員会   矢島 淳一 委員長 
「さよなら例会」について          

親睦活動委員会      渋澤健司 委員長 
 
〔卓 話〕                                       
「ガバナー補佐をさせて頂いて」 

第 4グループガバナー補佐 高柳育行   様 

 
 

ガバナー補佐をさせていただいて － 利他のすすめ － 
 
利他とは自分を犠牲にして他人に利益を与えること。他人

の幸福を願うこと 
 
人との縁が招く幸せ 
・人はどんな人と縁ができるかによって、幸せになれるか

どうかがほぼ左右される。 
・人間という生き物は、助け合って生きるようにできてい

る。 
・人は「縁を持ちたい」と思ってくれたときに、はじめて

縁は結ばれる。 
 
『誰の仕事でもない仕事』という三つ目の大切なこと 
「私の仕事」「あなたの仕事」「誰の仕事でもない仕事」 
『誰の仕事でもない仕事』を『私の仕事』として引き受け

ていく 
 
『大人』の生き方、『小人』の生き方 
「大人」というのは、自分の大事な物やお金、時間を、人

のため、国家社会ために使える人。 
人間の寿命が二倍に延びることはないが、自分の努力で幅

は広げることができる。 
   

もらう幸せ、できる幸せ、「あげる幸せ」 
年齢に関係ない 

 



歳を重ねる喜びはどこにあるのか    
いままでおもしろいと思えなかった本、理解できなかっ

た小説に、ようやく追いつくことができたとうのは、私

にはじつに大きな収穫である。 － 角田光代 －  
暦年齢 年齢を答えるときに使っている年齢  

－精神年齢－ 
 機能年齢 体力測定などで測定されるもの 
 主観年齢 自分で思っている年齢 －客観年齢－ 

 
やった人にしかわからないことがある 
やらない人にわからせることはできない 
やらないうちに「わかった」というのは、わかり方が浅

い 
「良いということがわかったらやる」という人は一生で

きない 
－ 森 信三 － 

        
 人間の究極の幸せ 
人に愛されること、 
人にほめられること、 
人の役に立つこと、 
そして、人から必要とされること。 

 
 『山家学生式』  － 最澄 ―  
   国宝とは何者ぞ 
   宝とは道心なり 
   道心ある人を名づけて国宝と為す 
   故に古人の言わく 
   径寸十枚是れ国宝に非ず 
   一隅を照らす 
   此れ即ち国宝なり 
   「一隅」とは、私たち一人ひとりがいる場所を指す 
    一人ひとりの人間が、今いる場所で精一杯がんば

ることが国の宝 
 
  賢は賢なりに、 
  愚は愚なりに、 
  一つのことを何十年と継続していけば、 

必ずものになるものだ。 
別に偉い人になる必要はないではないか。 
社会のどこにあってもその立場立場においてなくては

ならない人になる。 
その仕事を通じて世のため人のために貢献する。 
そういう生き方を考えなければならない。 
その立場立場においてなくてはならない人になる、 
「一隅を照らす」とはそのことだ。 
                 － 安岡正篤 ― 
 
 

 
 
 
 
 

＜ ロータリーの綱領 ＞ 
第１ 奉仕の機会として知り合いをひろめること； 
第２ 事業および専門職務の道徳的水準を高めるこ

と；あらゆる有用な業務は尊重されるべきであ

るという認識を深めること；そしてロータリア

ン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、

その業務を品位あらしめること； 
第３ ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生

活および社会生活に常に奉仕の理想を適用する

こと； 
第４ 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わ

る人の世界的親交によって、国際間の理解と親

善と平和を推進すること； 
 
〔ニコニコ BOX〕 
高柳育行 第４グループ ガバナー補佐 
「本日は卓話をさせていただきます。」 

 
髙木  学 様 
「本日、八戸ロータリークラブよりメーキャップです。」 

 
飯塚明男 
「検診の為、早退させてもらいます。」 
 
「2570地区第 4グループガバナー補佐 高柳育行様、 
本日卓話 宜しくお願い致します。」 
戸谷清一 中島高夫 中村浩史 山田喜一 矢島淳一 
橋本恒男 福島文江 下山正男 岩渕富男 渋谷修身 
三宅健吉 田中 克 岡崎正六 坂本優蔵 横尾 巧 
茂木 正 笠原 勝 竹並栄一郎 真下恵司 巴 高志 
野村正行 内野昭八郎 八木茂幸 温井一英 黒岩三雄 
狩野輝昭 金子 章 野澤章夫 加藤玄静 杉山淑子 
横尾セツ 五十嵐敦子 関根 貢 髙橋福八 中村 孝 
 
〔出席報告〕 

 
 
 
 
 

 
次回プログラム発表                 
日時：５月１９日(木) 第 2例会 ＰＭ 12：30     

卓話：国際ロータリー2570地区  
直前ガバナー 加藤玄静 様 

    「冠婚葬祭世間の常識について」 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
広聴広報委員会  八木茂幸・山田喜一・笠原 勝・梅村孝雄・江積栄一・塚越 茂 

■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30      ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号     E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1         ホームページ 

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571        http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 
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