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石田会長の時間 

本日の進行(１２：３０) 

後藤 圭子 氏（博古堂） 

「鎌倉彫について」 

―次回のお知らせ― 

10 月 3 日(１２：３０) 

宝子山 泰久 会員 

「私の履歴書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週日本各地で台風 18 号による大雨・洪水・

雷・竜巻などの被害がありましたが、皆さんのところは大丈

夫でしたか。昨年の台風では、隣家の屋根瓦により我が家の

窓が大破する被害にあいました。今回は特に京都、福井、滋

賀の大雨による被害が報道されましたが、姉妹クラブの京都

紫野 RC には被害が無いとの事でしたので安心した次第です。 

今日は、相澤ガバナーをお迎えしての公式訪問です。今年

度、相澤ガバナーは「親炙」という言葉について度々お話さ

れています。後程、ガバナーよりご説明して頂きますが今日

は、相澤ガバナーに親炙させて頂き、充実したガバナー公式

訪問にしたいと思いますので宜しくお願い致します。 

ここで、仁徳を磨く秘訣・・人物学を修める上において、

もっとも大事な二つの秘訣をご紹介します。 

第一に古今の優れた人物に学ぶこと。われわれの同時代の

優れた人物に出来るだけ親炙（ｼﾝｼｬ）し、時と所を異にして

親炙することができなければ、古人に学ぶのです。私淑する

人物を持ち、愛読書（座右の書）を持つということが人物学

を修める根本的、絶対的条件です。 

その次に、怖（ｵ）めず臆せず、勇敢にそして己を空しゅう

して、人生のあらゆる経験を嘗（ﾅ）め尽くすことです。その

体験の中にその信念を生かし、行って、初めて知行合一的人

物を練ることができるのです。 

（親炙：その人に親しく接して感化を受けること。 嘗める：

苦しい体験をする。 私淑：深く尊敬する人を、ひそかに自

分の師ときめて慕い学ぶこと。 安岡正篤人間学より）

■ニコニコＢＯＸ    本日合計￥ ６９．０００  累計￥５３０．０００  

相澤光春ガバナー…公式訪問にお伺い致しました。本日よろ

しくお願いします。 

松井ガバナー補佐…相澤光春ガバナーをお迎えして。本日は

公式訪問よろしくお願いします。 

石田君、岡本君、橘(克)君、市川君、山本(由)君、桐ケ谷君、 

岩堀君、村田君、福嶋君、藤吉君、湊屋君、船津君、山科君、 

匂坂君、大野君、長野君、葉山君、寺嶋君、岩佐君、手島君、 

服部君、山口君…相澤ガバナー、ようこそ。よろしくお願いします。 

岩瀬君、橘(武)君…相澤ガバナーようこそ。松井ガバナー補

佐ご苦労様。 

鈴木(安)君…相澤ガバナー公式訪問ご苦労様。 

矢部(光)君…「親炙の心に接して」相澤ガバナーようこそ逗子へ！ 

毛利君…ガバナーをお迎えして。 

篤 君…ガバナー公式訪問の栄誉に浴して。 

三宅君…相澤ガバナー、よろしく。お祝いを２つ頂いて。 

菊池君、矢部(房)君…相澤ガバナーようこそ。お祝いを頂き。 

宝子山君…秋到来！相澤ガバナーようこそ逗子へ。 

田中君…今夜は仲秋の名月。相澤ガバナーようこそ。松井ガ

バナー補佐をよろしくお願い致します。 

草柳君…外は仲秋の名月（陰暦８月 15 夜の月）。相澤ガバナ

ー着任おめでとうございます。 

山本(三)…相澤ｶﾞﾊﾞﾅｰようこそ。今日は仲秋の名月満月です。 

松田君…十五夜です。月を見上げよう。 

村松君…朝夕は秋らしくなりました。でも日中は・・。 

桐田君…地区の職業奉仕セミナー。なんだか変でした。 

川上君…日本への外国人投資家の関心は高いです、実態です。 

安藤君…本日 NASA のﾎﾞｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ長官に再会する為に東京に行ってきました。 

高洲さん…先週末追突事故にあいました。災いは突然やって来る！ 

臼井君…両眼のレンズを交換。脳みそも交換したい気分です。 

徳永君…臨月に入って、いつ生まれても良い状況です。 
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会 長◆石田 隆 

会長ｴﾚｸﾄ◆藤吉一哉 

副会長◆村松邦彦 

    橘 克巳 

幹 事◆岡本 久 

ＳＡＡ◆福嶋謙之輔 

会 計◆市川 浩 

直前会長◆岩瀬浩人 

会報委員長◇宝子山泰久 

例会日：第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日 18:30 

第 5木曜日 18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-35 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市逗子 1-9-26 

萬屋ビル 2Ｆ 

TEL＆FAX：046-873-0226 

【出席報告】会員数 48 名(出席免除 5 名)  出席数 45 名：出席率 93.75%  前回修正出席率 64.58％ 

【ゲスト】相澤光春ガバナー  松井一郎ガバナー補佐 



   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【１０月 行事予定 】     地区大会は２６・２７日：藤沢産業センター・藤沢市民会館 
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日 曜 日 内   容 場  所 

3 日 (木) 
定例理事会 11：00 

第１例会 宝子山泰久会員「私の履歴書」 
カンティーナ 

6日 (日) 第 10回  ビーチバレー大会    ９：３０ 集合 逗子海岸東浜 

8日 (火) AG連絡会議    松井会員 Ｇｒ事務所 

10 日 (木) 
第 2例会 肥田美代子氏「活字と文化」 （文字活字文化推進機構 

理事長） 
カンティーナ 

15日 (火) 第 2G.会長・幹事会   松井 AG・石田会長・岡本幹事  

17 日 (木) 
第 3例会 葉山ＲＣと合同例会   ホスト・逗子 

18:30      昼：合同ゴルフコンペ  葉山ＣＣで 

葉山ＣＣ 

カンティーナ 

20日 (日) 逗子市民まつり 綿菓子でチャリティー 第一運動公園 

21日 (月) 地区大会 親睦ゴルフ 湘南ＣＣ 

22日 (火) 桂歌丸 落語 1：00～ 桂歌助/    逗子 RC 後援 文化プラザ 

24 日 (木) 第 4例会 三宅 譲会員 カンティーナ 

26日 (土) 
地区大会１日目 会長・幹事会 指導者育成ｾﾐﾅｰ：杉谷卓紀氏 

島村吉三久 RI会長代理歓迎晩餐会  ﾎｽﾄ：ふじさわ湘南 RC 

藤沢産業センター 

グランドＨ湘南 

27日 (日) 
地区大会 2日目 新世代交流会(石田純一氏・古藤吾郎氏) 

 本会議 12:30点鐘～17:45 18:00～大懇親会 
藤沢市民会館 

31 日 (木) 第 5例会 18:00 職業奉仕フォーラム カンティーナ 

親炙とは、多くの人と出会い、影響し合い研鑚を、親し

く接してその刺激を受け，感化すること。本年度は、積極

的に機会を有効に生かし、多くの人と出会い様々な活動を

実践し合う。・・・私のＧｒとしての目標です。 

ＲＩの戦略計画で ①クラブノサポートと強化 ②人

道的奉仕の重点化と増加 ③公共イメージと認識度の向

上 この３つの優先項目を柱に、地位社会にロータリーの

価値観を広めつつ奉仕活動を実践することにより、地域の

人々生活の改善に貢献できる。 

ポリオ撲滅運動はＲ創設 80 周年に当たって 1985 年か

ら運動が始まる。1988 年には 125 か国に常駐していた。

日本国内では募金総額 40 億円を最終目標にして、1986 年

から募金キャンペーンを開始、5 年間で 49 億円の寄付金

を集めた。2011 年にインドでポリオが撲滅し 98％を達成。

2018 年、Ｒの悲願である撲滅まで、世界の歴史を変える

まで、運動は続く。ご協力をお願い致します。 
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２０１８年までに ポリオ撲滅

を 

【親 炙】 の心を大切に 

・・・相澤ガバナー 

（市川会員撮影） 

担当：橘  武 


