
   
    

 

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ 

事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ 
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第２４５８第２４５８第２４５８第２４５８回例会回例会回例会回例会    ２０１８年８月２２０１８年８月２２０１８年８月２２０１８年８月２日日日日 

8888 月月月月 5555 日（土）日（土）日（土）日（土）古利根川流灯まつりに振替え古利根川流灯まつりに振替え古利根川流灯まつりに振替え古利根川流灯まつりに振替え    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４５９回例会第２４５９回例会第２４５９回例会第２４５９回例会    ２０１８年８月９日２０１８年８月９日２０１８年８月９日２０１８年８月９日 

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                           仁部会長    

君が代・君が代・君が代・君が代・ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング             奉仕の理想    

四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和                                  関口会員 

会長の時間会長の時間会長の時間会長の時間                                                                                                仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長    

 先日の古利根川流灯まつりでは

皆様のおかげで盛大に「親睦流灯

まつり例会」を行うことが出来ました

こと感謝申し上げます。また皆様の

呼びかけのおかげで西日本豪雨の

募金も過去最大の金額 92，436 円を

集めることができました。地区への一人当り 1000 円×会

員数の募金と別に被災地の皆様の復旧復興を願ってク

ラブの募金活動として送金致しますのでご報告致します。 

 私はお寺に 8 月 14 日に生まれました。大変忙しいお盆

の 14 日に生まれた理由をいつも考えてしまいます。私は

子どもの頃から、誕生日を祝ってもらったことがありませ

ん。幼稚園では 8 月生まれの子は 7 月生まれと一緒に夏

休み前にお誕生会をしてしまいます。小学校では夏休み

に入ると近所の子どもはお盆に田舎のおじいちゃんおば 

あちゃんの家に行ったり、旅行に行ったりで友達とお誕生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会というものもやったことがありません。そして今でもお盆

は朝の 8 時から夜の 8 時まで檀家さんをまわり喉の消

毒!?も終わって牡丹餅とろうそくに灯をともして寝てしまい

ます（笑）。なので、子どもの頃は 8 月はあまり好きではあ

りませんでしたが、今では 8 月は稼ぎ時なのでそう嫌いで

はなくなりましたね。 

 故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を新盆といいま

す。初めて迎えるお盆といっても故人の四十九日法要を

超えて初のお盆ということになりますから、例えばお盆の

数日前に亡くなった場合には翌年が新盆になりますし、

場合によっては四十九日法要を終えてすぐに新盆という

事もあります。しかし、この時期というのは微妙なところが

あります。暦の改正によって新盆、旧盆と分かれましたが、

7 月のお盆を行っているのは、東京などの都市部が中心

その他の大部分の地域は 8 月にお盆を行っています。 

 初盆の基準をいうのをお分かりの方はいらっしゃいます

でしょうか？ご霊前からご仏前に変わる境目ですね。初

盆というのは、四十九日のお勤めが終わったあとに亡く

なれた方が初めて帰ってこられるお盆のことですので例

えばその地域のお盆が 8 月 13 日でしたら、その 49 日前

である 6 月 25 日までに亡くなった方がその年に帰ってこ



 

 

られるということになります。お盆の時に四十九日を迎え

ていいない場合はまだ仏様ではないのでまだこちら側に

おりますので迎えに行ってもいない訳です。 

 ただ昨今は、とても忙しい方が多く 35 日位で仏様に仕

上げて今年で済ましてしまおうという人もいます。先日は

霊園に頼まれてお経をあげに行きましたところ四十九日

の法要だったのですが、ついでに一周忌と三回忌を一緒

にやってくれと言われ驚きました。法要の意味が分かって

いないのですね。このような日本人の慣習にある神仏の

しきたりなどは学校で教える訳でもないので、最近では知

らない人が多いですね。もともとは、家族の行事の中で自

然に身に付くものでしたが現代ではそれも難しいところで

す。今後は会長の時間を利用しまして、やさしく分かりや

すく仏事のこと、または関連したことを少し話していきたい

と思います。この分野は、私か井上会員しか話せません

が、利益に関する事か供養に関するかの違いです（笑）。

こうご期待ください。 

 昨日高校野球で、花咲徳栄高校が大逆転で 1 回戦を突

破致しました。徳栄高校は優勝旗を返さなければならな

い使命感と 2 連覇を期待されるプレッシャーの中で勝ち

抜きここまでやって来ました。野球は 9 イニングあります

ので流れがあちらに行ったりこちらに来たりします。その

流れを掴むのが監督の役目です。 

 最近、日本のアマチュアスポーツの中では、悪しき古き

指導者が現場を離れず、悪い慣例が問題となっています。

これはどのスポーツ、業界でも同じようです。すべてが悪

いとは言いませんが、お互いが認め合って確認し合って

行ければ防げることなのではないかと思います。 

 仏教には「一水四見」（いっすいしけん）という言葉があ

ります。同じ一つのものでも、見る側によって、いろいろ 

異なって見えることです。例えば、人間にとって普通の飲

み水であっても、魚にとっては住処であり餌を求める生活

の場です。天人には、きれいに透き通ったガラスのように

見え、餓鬼には飲もうとした瞬間、火に変わる苦しみの水

になります。同じ水も、人間・魚・天人・餓鬼とでは、おの

おの異なって見える、という例え話です。我々は常にこれ

はこうだと先入観のもとに見過ぎると本質が見えなくなる

ってしまいます。出来ないと思っていたことが見方をかえ

れば出来てしまうこともあります。少し視野を広げることで、

私たちの身の回りの出来事がより豊かに見えてくるので

はないでしょうか。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        田中田中田中田中幹事幹事幹事幹事    

� ガバナー事務所より、埼玉県 

腎・アイバンク協会への協力のお

願いが届いて下ります。協会設

立 30 周年の節目の年度となり、

ガバナーから例年にも増しての

協力の要請が来ております。    

� 国際奉仕委員会より、平成 30 年 9 月 30 日（日）より

3泊4日で実施される「フィリピン国際奉仕 事前視察

ツアーご案内」が届いております。    

� 春日部商工会議所青年部 OB 会より、「関東ブロック

大会埼玉かすかべ大会の協賛金のお願い」が届い

ております。    

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                     戸賀崎エレクト戸賀崎エレクト戸賀崎エレクト戸賀崎エレクト    

9 月例会予定 

6 日 結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会  

13 日 ｱｸﾞﾘﾊﾟｰｸ移動例会・新入会員卓話 

20 日 セミナー報告 

27 日 セミナー報告・外部卓話（教育長） 

 例会場：カルスタすぎと予定 

� 会員用駐車場の確保について 

さいしんの駐車場は使用禁止 

駐車場については近隣の代替

地を交渉（候補：町管理地・林屋

製菓跡地） 

当面は月の半分を移動例会にし

て、さいしん例会場の使用を控える 

� 第 6 グループゴルフについて 

2018 年 10 月 26 日（金） フレンドシップ CC 

プレー料金 13,500 円（税込）キャディ・乗用カート付、

昼食別途（※各自で精算） 

� その他 

・8/23 会員増強部門卓話（梶間部門委員長来訪） 

・9/7 RLI パートⅠ選任（会長エレクト・ノミニー・幹事

エレクトは必須）8/10 締切→1 名以上 

    →候補者については栗原会員が確認 

・ガバナー補佐のオブザーバーについて →承認 

・8/24 凸版印刷ビールまつり 5:00～ 

・9/6 例会と別に「あいさつ運動」を行う           

 



 

 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                              渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員 

 今月は「会員増強・新クラブ結成推進

月間」です。これは今年度からできた

新しい月間です。RI 会長がメッセージ

の中で述べているように、会員数は長

年 120 万人に留まっており、このまま

では組織の高齢化、活動の停滞は免

れません。今回の特集では、クラブ運営に柔軟性を取り

入れて会員増強・維持を図りクラブの活性化に成功して

いる海外の実例を紹介しています。 

 P.3「RI 会長メッセージ」をご覧ください。RI 会長は、ロー

タリーの会員数が増加もなく年齢層が上がってきているこ

とについて、影響を与えられるだけの知識もモチベーショ

ンもないクラブが多く、ロータリーが世界的に何を行って

いるのか、プログラムや財団について知らないクラブが多

すぎると言っています。また、いまだに男性が会員の大半

を占め、奉仕活動の意欲がある女性に選ばれる団体に

なることを十分に行っていないと言っています。 

 クラブ内では、例会に来て戸惑っている人がいたら、席

を勧めて会話に招き入れてあげましょう。一生懸命取り

組んでいるプログラムが有ればそのことを伝えて参加す

る方法を教えましょう。地域社会でニーズを見つけたら、

次の例会で話し合いましょうと RI 会長は言っています。 

  次に P.8～15「さあ集まろう!ロータリーの会員増強に成

功するヒントを紹介」をご覧ください。ここでは、アメリカの

RCが提唱する10か条が紹介されています。このクラブで

は 1 年で 31 名の増強に成功しています。 

①クラブの長所を全てリストにする 

②入会候補者のリストを管理する 

③クラブの強みを知る 

④会員増強をクラブの最優先事項にする 

⑤行く先々でロータリーについて話す 

⑥会員の責任をリストにする 

⑦ゴールはないことを認識する 

⑧入会式をお祝いする  

⑨粘り強く  

（1 回や 2 回誘ったくらいでは例会に参加してもらえないこ

ともあるでしょう。そういう人にも声を掛け続けましょう。）

と書かれています。 

⑩精力的に 

（クラブの例会やイベントを楽しく活気あるものにすること

です。例えば、例会のテーブルの中央に奇抜な飾りを置

いたり、季節の飾り物を置いたり、何でもいいので例会で

の会話のきっかけになるよう気を配る） 

これはアメリカのロータリークラブでの成功例なので日

本でも同じようにとは言い切れませんが、どの項目にも

詳しい説明や例えが書かれています。日本のロータリー

クラブでも参考になることがたくさんあると思います。 

次に、P.16～22「女性会員増強・維持のワケ」をご覧く

ださい。会員だった夫の後を引き継いで会員になった女

性会員の記事が載っています。彼女は昨年度地区のガ

バナーになりました。それまでの苦労を語っていますが、

やはり入会当時は、「ロータリーのステータスが下がっ

た」などと言われたそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に P.81「変化をチャンスに」アサヒグループホールデ

ィングス㈱代表取締役の記念講演からです。世界幸福度

ランキング 1 位は、デンマークなのだそうです。その理由

は、国民一人当たり 3 つ位の何かしらのクラブに所属して

いて日頃から地域の人たちと交流し、上下関係ではなく

仲間として精神的にも文化的にもいい効果を及ぼしてい

るからだそうです。また、国民の半分以上が何らかのボラ

ンティアに参加していて、人のために何かをする、助ける

という意識を持ち、ボランティアをする側、される側両者と

も幸福を感じているという研究結果が出ているそうです。 

 アサヒグループホールディングス㈱の経営改革「１０の

チャレンジポイント」をご紹介します。 

１０のチャレンジポイント 

①「どうやって売るか」から「どうやって買っていただくか」

への基本発想の転換 

②「思い込み」から「事実確認」への現場発想の転換 

③「社内発想型から市場発想型」への商品開発 

④「物的品質」に「精神的品質」を加えること 



 

 

⑤広告宣伝から、情報受発信へと発想を転換する 

⑥「お願い型」から「品質論理型」への営業 

⑦「他人の意識」から「自分の意識・行動改革」へ 

⑧「またか」から「あれっ」と思わせる社内での発想転換 

⑨「金太郎飴集団」から「桃太郎軍団」への転換 

皆同じ顔の集団ではなく、別々の特徴を持った部下と桃

太郎により鬼退治を成功させるという多様性。 

⑩「業績が悪い時ではなく業績に勢いがある時こそ改革

の時期」業績に勢いがあるからこそ、次の手が打て、リス

クも取れる。 

また、同じように１０のチェックポイントというのも同じよう

に書かれていますので是非読んでみてください。 

推奨ページ：P.6「日本のロータリー」、P.46「ロータリー財

団管理委員長からのメッセージ」、P.34「ロータリー米山記

念奨学事業の基礎知識」 

米山寄付者表彰米山寄付者表彰米山寄付者表彰米山寄付者表彰 

 

 

 

 

 

 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員第第第第 3333 回回回回 MU      MU      MU      MU      栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員第第第第 5555 回回回回 MUMUMUMU    

出席報告出席報告出席報告出席報告                       折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

44442222    13131313    29292929    0000    11112222    59.5259.5259.5259.52%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                           折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員    

仁部仁部仁部仁部会長会長会長会長：：：：    先日は平成最後の流灯まつりご苦労様でした。

私もあと 5 日で 55 才です。 

田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    渋谷会員雑誌紹介ありがとうございます。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    流灯まつりご苦労様でした。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    「8 月や 6 日 9 日 15 日」詠み人知らず。もうすぐ

お盆ですね。一昨日真中さんより同級生の訃報の連絡あ

り。 

    

    

    

    

    

    

    

新井新井新井新井会員会員会員会員：：：：    杉戸町「夏の２大イベント（夏祭り、流灯祭）無

事終了しました。皆様方の協力ありがとうございました。 

落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員：：：：    私も８月１日で満 81 才になってしまいまし

た。2 年前、余命 2 年と言われ大手術をした結果、まだ

100 才まで頑張ってと世の中に戻りました。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    流灯まつり協賛頂きましてありがとうございます。

3 度目の富士山でご来光を見ることができました。来年も

行きますので行きたい人は私まで。ボクシングの山根会

長を見ていると自分の親父を見ているみたいで困ります。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    流灯まつり皆様ご苦労様でした。渋谷さん雑誌

紹介宜しくお願いします。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    新井さんの場所提供を始め皆さんご苦労様

でした。それにしても数名の方が持参した美味しいお酒、

ビンの中にまだ飲みかけが残っていたけどどうしたかな。 

古谷会員古谷会員古谷会員古谷会員：：：：    8/5、8/8のイベントに参加頂きありがとうござい

ました。お蔭様で無事終わる事ができました。 

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    ボクシング連盟おもしろいですね。 

渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員：：：：    本日都合により約 10 分早く退席します。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：    流灯まつりご苦労様でした。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    流灯まつり例会皆様お疲れ様でした。 

古川会員古川会員古川会員古川会員：：：：    7 月 22 日のアグリの夏祭りでは大変お世話に

なりました。 

折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員：：：：    渋谷様雑誌紹介ありがとうございました。 

真中会員：馬場真中会員：馬場真中会員：馬場真中会員：馬場会員会員会員会員：戸賀崎：戸賀崎：戸賀崎：戸賀崎会員会員会員会員：折原（弥）会員：折原（弥）会員：折原（弥）会員：折原（弥）会員    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル        

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ２９２９２９２９，０，０，０，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 １９６１９６１９６１９６，０００，０００，０００，０００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，５１，５１，５１，５００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


	2018-08-02-9.doc

