
 例会次第　開会／点鐘／国家斉唱／奉仕の理想斉唱／綱領の唱和（田中欣一会員）／四つのテスト唱和（田中欣一会員）

 例会内容　会員卓話（伊藤　隆会長／浜田一夫幹事／山下勝矢会員）

　　　　　　　　　　　　　　●会長挨拶 　　　　☆★ 米山功労者表彰（酒井幸晴会員）

  みなさんこんばんは。先日1000回例会を無事終了出来ました。 　第１回米山功労者表彰

 皆様、ご協力ありがとうございました。初代会長が,1000回目の

 点鐘をすることは,なかなか無いことだと中村ＰＧが言っていまし

 たが,その通りだと思います。

 今月は,会員増強月間です。先日の例会で1名の会員増となり、

 また,先ほどの理事会でまた一人承認をうけました。何とか創立

 時の会員数25名にしたいと思いますので,皆様のご協力をお願

 いします。

今月の結婚祝い

　8月24日　沖良男夫妻

会員婦人誕生祝い

　8月 2日　酒井幸晴婦人

  8月24日　加藤地次会員婦人

                          ●幹事報告
　第1001回幹事報告

　１．三郷市内関係からの報告 　　　　　　　　　　　　☆★ 委員会報告 ★☆

　　①三郷市国際交流協会事務局様より「三郷市国際交流協会 　○谷津茂男会報委員長

     だより」の受領   週報はお客様用にカラー印刷し、会員の皆様には白黒のを配

　２．ガバナー事務所からの報告  布させていただいています。ホームページにはカラーで載せて

　　①米山記念奨学部門より｢米山記念部門セミナー・グループ  あります。

      セッションについて｣のご案内   ○宮田博社会奉仕委員長

      日時　8月6日（土）　登録　１３時　点鐘　13時30分 　7月23日に地区の奉仕プロジェクト部門の合同セミナーに行っ

      場　所　　ラフレさいたま３Ｆ櫻ホール  た際、台北博愛ＲＣからの義捐金が発表になりました。海外か

    ②広報部門セミナー開催のご案内  らの義捐金が多く寄せられていましたが、台湾からのものが多

      日時　9月17日（土） 登録13時 点鐘　13:30 閉会　17時  かったです。ペットボトルキャップも報告がありました。１位は大

　  　会場　　さいたま市民会館おおみや・市民ホール  宮東ＲＣで、我がクラブはわずかの差で２位でした。大井会員

      登録料　　7000円　　（何名でも可）  ご協力ありがとうございました。

    ③管理運営部門セミナ―開催のご案内   みさと市民まつりですが、今年も11月3日に開催されますので

　　 日時　9月24日（土） 登録受付　12:45　点鐘　13:30  協賛金をよろしくお願いいたします。

     場所　　さいたま共済会館　６Ｆ　　601・602号室 　○加藤英泉親睦委員長

     登録料　　１クラブ　　7000円   先日は皆様のご協力により、1000回記念例会を、参加者50名

    ④クラブ月間活動状況報告書申請用紙及び会員数及び出席  を持って盛大に、開催することができました。料理は料理長が

　　 率月間報告書資料の受領  変わったらしく、味がいまいちだったかなと思いました。試食を

    ⑤米山記念奨学会より特別寄付金明細書及び米山功労者  しとけば良かったかなと反省しています。理事会で収支報告を

     感謝状及び表彰品のお知らせ  しましたが、修正したものを次回皆さんに配布します。

  ３．他クラブ様からの報告 　○加藤地次会員増強委員長

    ①三郷ロータリークラブ様より８月のプログラムの受領 　先ほど開催された理事会において、1000回記念例会に参加

    ②三郷WDロータリークラブ様より8月のプログラムの受領  していただいた、佐藤博信さんが承認されました。後日事務局

　４．我がクラブからの報告  より、皆様に郵送させていただきますので、ご承認をよろしくお

    ①8月9日・16日の例会は休会とさせていただきます。  願いします。

　○田中欣一Ｒ情報会員研修委員長

　先日ロータリの友のＯＢの会合がありました。ロータリーの友

 の表紙の写真は公募されておりますが、今年度代表委員であ

 る春日部ＲＣの染谷さんが、12枚中３枚の写真に選出されまし

 た。あくまで偶然だそうです。今月号に早速１枚目が掲載され

 ています。

国際ロータリー第2770地区第10グループ

三郷中央ロータリークラブ
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　　　　　　　　　　　　☆★ 委員会報告 ★☆ 　　　　　　　　　　□■□ お客様挨拶 □■□

　○片野秀臣職業奉仕委員長 　三郷市少年野球連盟

　7月23日に地区の奉仕プロジェクト部門の合同セミナーに行っ 　　会長　岡庭　明　様

 た際に、くずもちの船橋屋会長である渡辺孝至さんの講演を 　こんばんは。いつも三郷市少年野球連盟にご支援をいただき

 聞いてきました。  ありがとうごいます。この不況の中にあっても、今年は第９回

　■奉仕部門セミナー（2011.07.23）に参加  の冠をいただき、継続してご支援をいただき感謝しております。

  職業奉仕分科会　講演　第2580地区城東東RC職奉委員長   最近はスポーツの多様化で、野球をする子供たちが減少して

  くずもちの船橋屋会長　渡辺孝至　様  いますが、今年は430名に登録をいただきました。

 ・職奉はロータリー特有の物である、職奉とは倫理である。   私たちは、野球を通して、学校や家庭で出来ない教育をして

 ・京都の老舗の経営方針（操業200年～400年の歴史有る  おりますので、子供たちも健やかに育っていると思います。

  企業） 　3月11日以来、三郷は放射線量の数値が高いホットスポット　

  ・血族よりも会社の継続を重んじる  であるとのことですが、私どもは独自にグランドの数値を計測し

　①自分の職業を重んじる。  安全であることを確認しております。

  ②家族、社員教育を重んじる。 　来年は、第10回開催となりますが、またご支援をいただける

  ③身の丈を知る。  と思いますので、よろしくお願いいたします。

  ④他利自利

　○片野秀臣新世代委員長

　■新世代セミナー（2011.07.30）に参加

　 LYLA研修 　理事長　小木曽 成保　様

  擇木道場　禅フロンティア主宰　笠倉奈都　様   こんばんは。三郷中央ＲＣの皆様には、日頃からたいへんお

  明治時代から続く禅道場で、明治時代、西洋の合理主義思  世話になり、ありがとうございます。恒例の少年野球秋季大会

 想が急激に流入してきた時、社会思想の混乱を憂い、日本古  が9月5日から始まります。

 来の伝統文化である「禅」に根差した人材を養成する必要を痛   少年野球の近況としては、ここ5年間は毎年県大会で優勝し

 感し山岡鉄舟、中江兆民らが中心となって設立。  ていましたが、昨年はベストエイトで終わり、優勝出来ません

  宗派の僧侶にしか許されなかった「伝法」を、職業を持った社  でした。埼玉県野球連盟から推薦をいただき、8月19日から関

 会人にも許すと言う居士禅の日本で初めての道場。  東の代表として、徳島県で開催される大鳴門橋学童選手権に

  判断、選択以前の物が禅で有り、単純に息を数える今を生き  出場することになりました。これから、より一層の練習を重ね、

 る事が禅である。（セロトニンが分泌）  期待に応えられるような素晴らしい成績を、あげられるよう頑張

  自分の我で物を選ばない。  っていきたいと思っています。

 自分が選択した物に執着しすぎると組織にいながら孤立して

 いる。

 結果的に自分の考え方に使われてはいないか？

 他からの情報や自分の考え方に縛られていないか。

 それが本当の自由なのか。

 無とは、何も考えないのでは無い。今やっていることに迷わな

 い事である。 　　　　　　　　　　　　会　員　卓　話　

　○伊藤　隆会長

　思いもよらぬ会員卓話ですが、ご指名ですので、やらせてい

 ただきます。

  来週の例会が休みなので、8日から台北博愛ＲＣにお礼のご

 挨拶に行ってきます。遊先生からは、来年は一緒に例会をや

 りましょう、と言う話が出ていますので、ある程度話が進んだら

 国際奉仕委員会に煮詰めていただきたいと思います。

  「禅」とはなにか 　今回の台湾訪問の主目的は、当社が販売した機械の試運転

　 「禅（ぜん）」、「禅宗（ぜんしゅう）」は仏教の一派で、主な流  の立ち会いですが、この円高で外国の企業が、日本の機械を

 れに曹洞宗と臨済宗があります。「文字で伝えられた教えの  購入出来なくなっています。このまま77円だと、輸出企業は相

 外にある、ブッダ（お釈迦さま）の心を伝えよう」というところか  当な利益の減少になるでしょうし、赤字転落の会社も出てくると

 らはじまったものだそうで、有名な達磨さんが始祖と言われて  思います。

 います。日本に伝わってからは日本独特のものに姿をかえて 　また、この不況で株価が下落し、今日は10万円損したとか、

 単に宗教の一派であるにとどまらず、日本文化全体に大きな  20万円損したとか、肩を落とし、しゅんとして歩いているお年寄

 影響を与えました。「道」と名のつくものには、禅の影響を強く  りが多くなっています。これもアメリカ経済の悪化が原因で、国

 受けているものが少なくありません。茶道、書道、剣道、弓道  債の格付けもうまくいってないからです。

 などがそうですね。これらに共通しているのは、謙虚に自分を   日本の不況原因にもなっている、震災後の原発問題がありま

 抑えてひとつのことに専念して、一事を極めて、高い境地に達  すが、ロシアの原発の影響がいまだにあることを考えると、立ち

 する、ということをよしとしている点です。  直りには相当な時間を要すでしょう。（次頁へ）

  

会長スローガン　「博愛を広げる為に、ロータリアンの輪を広げよう」



　話は変わりますが、最近の若者がかわいそうに思います。 　　　　　　　　　　　　会　員　卓　話　

 給料が20万円くらいなのに、老人介護保険が月8,000円も徴 　○山下勝矢会員

 収されてしまうのですから。私もその保険を利用していますが 　本日は、一般的な役所の会計についてお話をさせていただき

 薬代が１割負担ですから、医者もどんどん薬をくれます。  ます。役所の勘定科目の中で、何が一番重要かと言うと、固定

　これから、震災復興のため増税されますから、日本に住んで  資産だと思います。役所では、民間企業でいう固定資産台帳

 いるのが、余計大変になります。介護保険などは政治家の責  にあたる固有資産台帳というものがあります。これが通常では

 任なんだから、今後は無報酬でやってもらったほうが、いいと  考えられないのですが、取得価格及び、取得時期が記入され

 思います。  ていません。民間企業ですと、固定資産台帳を元に減価償却

  この8月に当社にいる中国人が二人帰るのですが、一人は  が行われますが、役所においては資産台帳に記入がないため

 女房、子供を連れてまた、日本に戻って来たい、と言っていま  行われません。これが非常に問題であり、日本、埼玉県、三郷

 す。こちらで貰える給料が18万円くらいで、国に帰れば15,000  市が潰れかかっている原因であります。高度成長時代を含め、

 円くらいですから、祖国では勤労意欲はなくなります。  現在でも建物、橋、道路等が、公共事業によりどんどん作られ

  また、ビザですが、海外からの技術労働者は研修期間が３年  ています。 しかし、作ったは良いが、これらの修繕費、維持費

 間で、一旦帰国すると１年間は再入国出来ないようになってい  が支払い不可能になっていきます。この原因こそが、役所の資

 ます。ところが、コックの研修生で来日し同じ職場にいるなら、  産台帳に購入価格・時期の記載がなく、資産の維持感覚がな

 何年間いても良いことになっています。  いからです。そのため、手元にあるお金を将来のことを考えず

　当社の中国人研修生は、３年間で約250万円ほど貯め、国に  にぽんぽん使っていきます。

 帰って家を建てるのですが、向こうの給料ではその後がやって 　日本国債は現在、おもに国内の金融機関が買っており、100%

 いけないという話です。  国内で消化されています。しかし、将来は国内だけでは消化し

  皆さんは、年間24万円という会費を払っているので、その分  きれなくなり、海外の投資家に頼らざるを得ない時代が来ると

 楽しくクラブ活動を送って欲しいと思います。  思います。その時、海外の投資家は債権を買う条件として、公

 会計が複式簿記に則り、資産管理がなされており、資産がある

 のか赤字なのかで判断するのであります。その市、県、国にど

 れだけの資産があるかにより、購入するのです。

　そのためにも、正式な公会計をして行かないと、海外からお金

 は入ってきません。

　　　　　　　　　　　　会　員　卓　話　

　○浜田一夫幹事

　今回２回目の幹事になり各クラブを表敬訪問してみて、会員

 が少ないな、という印象を受けました。しかし、各クラブ特色が

 ありました。吉川ＲＣを訪問した時など、「手に手つないで」から

 例会がスタートし驚きました。これは、今年度会長がこの歌が

 好きだからだそうです。松伏ＲＣは、会長エレクトに若い会員が  伊藤会長：第1000回例会も無事終わりました。ご協力ありがと

 指名されていました。また、人数の関係もあるのでしょうが、ま  うございました。8月9日、博愛ＲＣの例会に参加します。浜田幹

 とまりがあるなと感じました。三郷WDRCは、学者肌の方がいる  事：セミナーが続きますが、出席をよろしくお願いします。加藤

 気がしました。  地次会員：小野寺さんの入会ありがとうございました。引き続き

  三郷RCでは、タイに消防自動車を寄贈するという話がありまし  推薦をよろしくします。加藤英泉会員：1000回例会、皆さんの

 た。バンコクの港に納入かと思いましたが、あそこは遠浅の海  協力で盛大にできました。ありがとうございました。浅賀会員：

 岸で、120Kmほど離れた港で、取りに行くのもたいへんそうで  8月にしては涼しいですね。宮田会員：皆さん1000回記念例会

 す。  ご苦労様でした。牛尾会員：三郷市少年野球連盟の岡庭会長

 小木曽理事長ようこそ。ますますのご発展をお祈りします。大

 井会員：台風が通過し、涼しくなりました。このままなら、電力

 不足心配ないですね。岡庭明様：毎年お世話になっております

 本年度もどうぞよろしくお願いします。その他奉仕者：沖会員

 山下会員・田中会員・酒井会員・谷津会員・片野会員

■□■ にこにこボックス ■□■ 発表者 大井巳喜彦会員



 ○●○ 綱領・四つのテスト唱和　　田中欣一会員

　「ロータリーの綱領について」

   ロータリー綱領中の4項目の解説は、等しく大きな意味をもつ

 こと、また、同時に行動を起こすべきものであるということにＲＩ

 理事会の意見が一致した。

   ロータリーは、奉仕の理想を個人として、また、団体として、

 現実に適用することを奨励するために、事業および専門職務に

 携わる人がロータリー・クラブにおいて世界的親交を結ぶ場で

 ある。ロータリー・クラブは、地域社会の生活面を広範に代表し

 ロータリーの綱領を推進するために、職業分類に基づき、その

 会員を選考する。

　会員身分を継続するために、少なくとも所定回数は、クラブ例

 会に出席しなければならない。知り合うことと親睦とを永続的

 友情への第一歩としてはぐくむことができるようにするためで

 ある。ロータリー・クラブは、 会員に個人活動および職業活動

 において高度の道徳的水準を実証する機会を提供する。ロー

 タリアンの宗教的、政治的信念は、個人の問題とみなされる

 （手続き要覧第3章）

　「四つのテストについて」

　 職業人としてのロータリアンの心構えを、ロータリーの倫理基

 準から具体的に記述したものが「ロータリー倫理訓」や「職業宣

 言」とするならば、それを、ロータリアンのみならず一般の職業

 人にも理解できるように、簡潔且つ的確にまとめたものが「四つ

 のテスト」です。

   「四つのテスト」は世界各国の言葉で翻訳され、広く活用され

 ていますが、その位置づけに関しては「いかなる意味において

 も規則として取り扱われてはならない」と規定されています。

 人間関係における高度の道徳的水準の向上を図り、それを維

 持するために、書簡箋や印刷物に使用することが奨励されて

 いますが、販売や利益を増すための広告と結びつけることは 　●○● 出席率 ●○●　発表者：酒井幸晴出席委員長

 禁じられています。  本日 第1001回

 会員数 18名 出席数 15名 欠席数 3名 免除 1名 MU 0名 83%

 前回 第1000回

 会員数 18名 出席数 17名 欠席数 1名 免除 1名 MU 3名 94%

 前々回 第999回

 会員数 17名 出席数 12名 欠席数 0名 免除 1名 MU 5名 100%


