4３期【No.37】第 2070 回例会
2016/5/12
（過去 3 回の修正出席率 3/31：96.30％ 4/7：100％ 4/14：100％）

【本日の卓話】

「頑固親父」 岡崎市教育長

高橋淳様
5 月は青少年奉仕月間です

【前回の会長挨拶】（第 2069 回例会）
今日は西光寺さんにて岡崎東 RC の大先輩、そして名誉会員でもあられます成田敏圀
様にお世話になります。西光寺さんと言いますと徳川家康にゆかりの深いお寺で有り
ますので、今日は徳川家康の名言集の中から上司の心得編をご紹介したいと思います。
凄く沢山ある中での 六つ をご紹介したいと思います。
１）家臣を率いる要点は惚れられる事よ。これを別の言葉で心服とも言うが、大将は
家臣から心服されなければならないのだ。
２）家臣を扱うには裸で縛りつけてはならず機嫌を取ってもならず遠ざけてもならず恐れさせてはならず油断さ
せてはならないものよ。
３）愚かな事を言う物があっても最後まで聞いてやらねばならない。でなければ聴くに値することを言う者まで
が発言しなくなる。
４）諫めてくれる部下は 一番槍をする勇士よりも値打がある。
５）およそ人の上に立って下の諫めを聞かざる者は国を失う、家を失う、古今ともこれなし最後に。
６）大将と言う者はな、家臣から敬われているようで絶えず落ち度を探されており、恐れられているようで侮ら
れ、親しまれているようで疎んじられ、好かれているようで憎まれているものよ。と説いております。
人としての器が大きくないと中々実践出来ないなと言うのが私の実感です。徳川家康は数多くの家臣に慕わ
れたカリスマ上司で有ります。彼が手がけた人心掌握術の極意、少しでも考になりましたら幸いであります。

【前回の例会】「拝観例会」～今を生きる～ 西光寺住職/岡崎東ＲＣ名誉会員 成田敏圀様
本日は、私自身の人生を振り返ってみてお話ししたいと思います。昨年 88 歳の米寿が
終わり、来年は 90 歳、卒寿を迎えます。お釈迦様が最初に説かれた法句教の中に「人
として生まれることは難（かた）く、いま命あるは、なお、あり難し」という言葉があ
ります。私たちは人間として生まれてきたわけですが、それは非常に難しいことで、命
があるというのは、なお難しいという意味です。人として生まれた以上は年を取り、い
づれは死を迎えるのは避けて通れないのです。その人生を生きる以上は、如何に美しく
生きるか、如何に美しく死んでいくかが大事なわけです。長い人生の中で、大なり小な
りいくつかの転機があります。私の場合は約 20 年毎に大きな節目がありました。戦時中は親の反対を振り切り
海軍に入隊し訓練に明け暮れた 20 代、40 代には、観光バスの責任者をしている際に起きた飛騨川バス転落事故。
この事故では多くの犠牲者を出しました。そして仏門を志した 60 代（住職資格を取得したのは 70 歳）、その後、
西光寺の住職の後を継いだのが 80 歳。論語の言葉の中に「六十にして耳順い、七十にして心の欲する所に従い
て、矩を踰えず」とあります。これは「六十になって人の言葉が素直に聞かれ、七十になると思うままに振舞っ
てそれでも道を外れないようになった」という意味であります。輝いた人生を送るためには、60 歳になってもな
お、勉強するという。つまり、今をどう生きるかという事が非常に大切なことだという事をお伝えして卓話とさ
せていただきます。

成田名誉会員と浅岡会長

「今を生きる」

真剣な眼差しのメンバー

page 1

お世話になりました

社会奉仕委員会 先週に引き続き、熊本地震への義援金
幹事報告(稲垣幹事)
をお願いします。
■ ５月のロータリーレートは 1 ドル 110 円です。
ニコボックス委員会
■ 4/29 サンボウルにて 13 クラブ親善スポーツ大会
 浅岡謙治君･稲垣寿君 成田さん、お世話になります。
が開催されます。大活躍を期待しております。
 岩月鋹廣君 北海道新幹線で青函トンネル海面下 250
■ 次週 5/5(木)は法定休日の為、休会となります。
ｍをくぐりましたが、魚は一匹も見えませんでした。
■ 次々週 5/12(木)の例会からクールビズとなります。
ノーネクタイで構いませんが、例会のセレモニーの際、  岩崎靖彦君 森さん、ハワイからお帰りなさい。
 森洋子君 ハワイ前日に車後ろからぶつけられました。
登壇される際などは上着の着用をお願いします。
ナンバーが 24 なので無事でした！行けてよかった。
■ 次々週 5/12(木)例会終了後ローレライにて定例理事
会を開催します。理事役員の皆様出席お願いします。  春名祐樹君 ５/４僕が全曲ピアノを弾いているジャ
ズのＣＤが全国リリースになります。１枚２千円でﾀﾜｰ
■ ゴールデンウィークの 4/29（金）～5/8（日）の間、
ﾚｺｰﾄﾞ･HMV･ｱﾏｿﾞﾝで購入できます。興味ある方は是非。
事務局はお休みとなります。事務局の利用、または緊
 長坂勲君 ニコに協力します。
急のご連絡は幹事の稲垣までお願いします。
メーキャップ報告 [岡崎 RC]9 名 [岡崎南 RC]12 名
［岡崎城南］5 名 ［その他］14 名
出席委員会
本日の出席率 72.92%(欠席 13 名)
前々回(4/14)修正出席率 100％(欠席 0 名)

４月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

４月

\0

\4,245

\0

\5,031

\62,000

今年度累計

\565,800

\42,241

\930,000

\49,283

\858,000

参加報告：「第 49 回 13 クラブ親善スポーツ大会」

４月 29 日（金･祝） 親睦出席委員長

金本孝美

4/29(祝)洞町のサンボールに於いて「13 クラブ親善スポーツ大会」が岡崎幸田地区のロータリークラブ(RC)・
ライオンズクラブ(LC)・青年会議所の参加により開催されました。今年度はボーリング大会という事でレーンご
とに各クラブが入り混じり熱戦が繰り広げられました。団体戦優勝は岡崎中央 LC、準優勝は幸田 LC、岡崎東
RC は 5 位という結果でした。個人では林孝夫君が 175/144 で 9 位入賞を果たしました。参加していただい
た選手の皆さん、応援に駆け付けてくれた皆さん、大変お疲れ様でした。
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5 月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

岩月鋹廣君(S10.5.2.)

柴田敏光君(S37.5.7)

安川政男君(S21.5.22)

稲吉紀久君(S37.5.26)

三城偉央君(S48.5.31)
奥様誕生日
長坂

おめでとうございます

勲君 一江様(5.7)

結婚記念日

林孝夫君 恵美子様(5.8)

近藤金作君 敦子様(5.21)

おめでとうございます

宇野弘隆君(H2.5.3)

杉田広喜君( H2.5.4)

島田英太君(H10.5.10)

石原靖増君(S39.5.12)

倉内充雄君(H12.5.25)

小林清文君(S54.5.26)

生駒尚久君(S58.5.30)

青山俊次君(S42.5.30)

岩崎靖彦君（3 年）

金本孝美君（3 年）

入会記念日

おめでとうございます

市川幾雄君(H7.5.11)
皆出席

おめでとうございます（4 月入会者）

宇野弘隆君（8 年）

南

鉉君（6 年）

５月の例会予定
例会予定
5/19(木)

例会会場
日帰り親睦家族例会へ振替のため例会はありません

5/22(日)
5/26(木)12:30～

内容
「日帰り親睦家族例会」

岐阜方面

岡崎市竜美丘会館「501」 「RYLA セミナーに参加して」光ヶ丘女子高校 佐藤千夏さん

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

5 月 16 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

5 月 17 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

5 月 20 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

5 月 23 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

5 月 23 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

5 月 24 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 30 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

5 月 30 日（月）

豊田西･刈谷

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

5 月 31 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

5 月 31 日（火）

岡崎南･岡崎城南･西尾

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

6 月 1 日（水）

豊田東

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

6 月 6 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

6 月 7 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

6 月 8 日（水）

岡崎

岡崎出雲殿１階 11:30～12:30
同好会便り

同好会

開催予定日

場所

あづま会

5 月 27 日(金)

ザ・トラデション GC

定例会

ひよどり会

5 月 12 日(木)

チャーム

定例会

写楽会

今月の BGM

内容

有志による写真をメーリングリスト･例会場にて掲示

タイトル名 ： Ｆｉｎｇｅｒ Ｐｉｃｋｉｎ
作 曲 者 ： ＷＥＳ ＭＯＮＴＧＯＭＥＲＹ（ウェス・モンゴメリー）ギターリスト
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