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ようこそお客さま 
小石川 功様 

吉川 俊明様 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

 さて、小石川様に置かれましてはお忙しいところお出か

けくださいましてありがとう御座いました。卓話楽しみに

しております。よろしくお願い致します。 

 来週は大型連休に入り 8 日間も連休を取る方もいるよ

うで御座います。当クラブも 4 月 29 日と 5 月 6 日と続け

て休会となりますので、この機会を利用して普段出来ない

家庭サービスなどをしてはいかがでしょうか。有効にご活

用ください。 

 先日行われました地区大会に対する礼状が廣瀬照雄ガ

バナーから届いておりますのでご報告いたします。 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1.ガバナー事務所より ライラセミナーの報告書が届い

ております。 

 

2.松竹株式会社より 観劇会の案内が届いております。 

 

3.岩瀬 RC より 4 月 29 日・5 月 6 日の例会は休会となり

ます。 

 

4.下館国際交流友の会より 総会の資料と日本語教室第

33 期の開講式の案内が届いております。 

 5 月 12 日(火)午後 7 時から アルテリオ 

 

5.下妻 40 周年式典参加申込書をテーブルの上に置いてお

きましたので、ご記入していただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 松愛会 首都圏支部・報徳壹圓塾生

小石川功 様 

【二宮尊徳の偉業に学ぶ】 

本日は、100年に一度の不景

気という未曾有の難関を乗切

るヒントを得て頂くために、二

宮尊徳について話をさせてい

ただきます。【二宮尊徳の経歴】 

1787 年に百姓の長男として小

田原に生まれた。12 歳の時に

父が病で倒れたために父に 

かわり働いていたが 14歳で父が死、母も 16歳で死したた

めに伯父の家で寄食時代を行った。20 歳に生家跡に小屋

を立て土地を尐しずつ買い戻し生家の再興に成功すると

尊徳は地主経営を行いながら 25 歳で小田原藩家老服部家

の若党となる。服部家でその才を買われて服部家の財政建

て直しを頼まれ、見事に成功させて小田原藩内で名前が知

られるようになる。36歳小田原藩に登用され桜町(栃木県

二宮町 小田原藩領内の飛地)や下館藩の仕法を任せられ

成果を上げる。その方法は報徳訓法として他の範となる。

その後、日光山領の仕法を行う。下野国今市村（現在の栃

木県日光市）にて没。親に孝行・勤勉・兄弟愛の精神は

42 年間も修身教科書に掲載された。そして幼尐時の薪を

背負い読書に励む姿が銅像になった。銅像は台湾・朝鮮を

含め 1 万ヶ所に建立され拝謁入出指導に使われた。また、

尋常小学校唱歌｢二宮尊徳｣も完成し、この歌声は日本国中

にとどろきわたった。 

【4綱領の教え(経営の実践思想)】 

至誠:至誠とは真心であり尊徳の思想であり生き方の全て

を貫いている精神である。 

勤労:人は働く事により生産物を得て生きていくことが出

来るし、働く事で知恵を磨き自己向上できる。 

分度:自分の置かれた立場をわきまえそれにふさわしい生

活を送ることが大切である。 

推譲:将来に向けて、生活の中で余った金銭を家族や子孫 

のために蓄えたり他人や社会の為に譲ることが大切 

である。 

 

本日のプログラム 

●外部卓話 松沼 甫 氏 

 

次週のプログラム 

●５月２４日（日） グルメ旅行（東京） 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real 

事務所・例会場／ダイヤモンドホール 筑西市玉戸 1053-4 TEL 0296-28-8511 FAX 0296-28-8533 



【報徳訓の教え(豊かに生きるための知恵)】 

一連:祖先から預かったこの国を平和で安定した国として

子孫に継承する。 

ニ蓮:祖先からの遺産を勤勉努力して一歩先進させて子孫

に継承する。 

三連:田畑山林を育みあらゆる職業も努力すれば無より有

が生じる。 

四連:道徳と経済を一歩前進させる。収入→消費・消費→

収入の選択を誤ると借りの人生になる。前進のため

には貸しの心得が大切である。 

※ロータリー精神の「職業奉仕」と二宮尊徳の「報徳訓」

は相通じるものがあると思われる。 

【道徳の教え】 

※尊徳の言葉「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳

は寝言である」 

道徳とは、自分の利益や幸福を追求するだけの生活ではな 

く、この世のものすべてに感謝し、これに報いる行動をと 

ることが大切で、それが社会と自分のためになるというも 

のです。感謝と勤労と積善の奨めを報徳訓は説いている。 

明治時代から敗戦まで日本を世界一高い道徳をもった国 

として国民に自負させたのはこうした堅実な思想があっ 

たからだと思う。これが日本の道徳の基本と言えるかもし 

れない。尊徳は不遇な生涯をとおしてこの思想をつくり普 

及に努めた。それは死後弟子たちによって伝えられ今日に 

至った。明治時代は農民の教えとして普及させていたが今 

は百姓を文字どおり百の姓と考えてこの教えを解釈でき 

る。 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

荒川 洋一  小石川功様、吉川俊明様ようこそいらっし

ゃいました。卓話よろしくお願い致します。 

中里 泰久  小石川様、吉川様ようこそ。本日は卓話よ

ろしくお願い致します。 

日向野 陽  元米山奨学生陳柱石(ﾃﾝ･ｼﾁｭｳ)くんと久し

ぶりに再会しました。台湾一番の北京ダッ

クをご馳走して頂きました。とてもおいし

かったです。美人会長のいる永福 RC にメ

ークしました。 

関谷 徹   今月もニューモラルを配布させて頂きま

す。 

永井 啓一  小石川様の卓話を楽しみにしています。 

プログラム委員会 日向野陽･白井信行･永盛武 

       小石川功さんの卓話を記念して。 

感謝と奉仕  大林稔・新井雅勝・中丸健・新井利平 

       川連秀典・溝口明洋・早川誠二 

 

本日の合計 ￥18,000 円   累計 ￥1,493,000 円 

 

出席報告        諏訪哲也 委員長 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

4/22 52 44 8 0 7 

メークアップ      諏訪哲也 委員長 

・4月 18日 台湾永福 RC 日向野 陽 

・4月 18日 第 2820地区 RA第 3回会長幹事会 

              鈴木 光則 

 

第 168回親睦ゴルフ 下館ｺﾞﾙﾌ C.C 

２００９．４．８（水） 

順位 氏 名 OUT IN GROSS HDCP NET        

優勝 関谷徹 42 41 83 18  65      

準優勝 大関幸政 42 48 90 24  66      

3位 根岸隆男 46 45 91 23  68      

4位 百目鬼博行 43 44 87 16  71      

5位 永盛宣也 53 57 110 36 74      

6位 鈴木光則 48 50 98 24 74      

7位 日向野陽 44 41 85 9 76      

8位 星野英夫 50 48 98 21 77      

9位 石島仁司 50 48 98 18  80      

10位 白井信行 46 45 91 8  83      

 

・ニアピン(関谷徹 根岸隆男 永盛宣也) 

・ベスグロ (関谷徹) 

 

次年度地区協議会より 

4月 26日(日)つくば国際大学に於いて次年度地区協議 

会が行われました。次年度 ジョン・ケニーRI 会長のテ

ーマは「ロータリーの未来はあなたの手の中に」です。 

 

 

 

アクトコーナー 

☆ローターアクト５月例会のご案内 

・５月第１例会  

   ５月１４日（水） アルテリオ １９：３０～ 

   内容：国際交流を楽しむ会の方による卓話 

・５月第２例会 

   5 月 31 日(日) 筑西市 

   内容：五行川清掃活動 

 

 

 

欠席の場合は、ダイヤモンドホール(TEL 28-8511)

へ午前 10時迄に必ず電話下さい。 

会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


