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4月16日 会員卓話 細野宏道会員
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齋藤 博重会長

本日も例会に出席を頂き誠に有難うございます。本日は、献血事業
ということでご協力を有難う御座います。
さて、桜も満開になりまして、心地よい季節になりました。春にな
りますと気持ちも新たに仕事もプライベートもスタート出来るような
気がします。皆さんもご存じの京セラの稲盛和夫氏が「生き方」とい
う本を書いております。読んだ方もいらっしゃるとは思いますが、少
し紹介をしたいと思います。
その中で、大切なことは、倫理、道徳と説いております。
「嘘をついてはいけない」「人に迷惑をかけてはいけない」「正直で
あれ」「自分のことばかり考えてはいけない」など誰もが子供の頃、
親や先生から教えられた単純な規範ですが、稲盛氏は、その規範をそ
のまま経営の指針に据えて守るべき判断基準としたそうです。これを
読んだとき、直ぐにロータリーの４つのテストを思い出しました。
「真実かどうか」嘘をついてはいけない
「みんなに公平か」自分のことばかり考えてはいけない
ロータリアンは、身近に行動規範を持っています。大切にしたいもの
です。
稲盛氏に成功の秘訣はと質問をすれば、人間として正しいことを追
求するという単純な、しかし、力強い指針があったからと答えるそう
です。また、人生、仕事の結果＝「考え方 熱意 能力」と説いており、
中でも「考え方」いわば心のあり方や生きる姿勢がもっとも大切であ
ると述べております。
その考え方の一つに「宇宙の法則」を知る重要性を説いております。
人生は、心に描いたとおりになる、強く思ったことが現象となって現
れてくるということです。つまり、思ったことが原因になり、その結
果が現実となって表れてくるということです。私自身の人生を振り返
ってみましても感じることがありました。例えば、野球の試合で、こ
のピッチャの球は打てないなとかこれは無理だ、あれは無理だと思う
ことが多かったと思います。確かにそんな時の結果は当然良くなかっ
た気がします。また、セミナーや講演を聞いてもほとんどの方がそん
なに上手く行ったらいいけど、無理だよなんて思ってしまうと思うこ
とも多いのではないでしょうか。自分自身が思ったことが原因になり、
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その通りの結果を呼び寄せているということです。
ですから、どんな話を聞いても否定した思いが原因
となり、結果として良い成果が出ないということで
す。すなわち、良い思いを描く人には、良い人生が
開けてくる。悪い思い、後ろ向きな思いを持ってい
れば、人生が上手く行かなくなる。そのような法則
が、この宇宙には働いていると言っております。
先ほど言いました「考え方 熱意 能力」の方程
式の中で、自分の意識で成り立つ「考え方」そして
「熱意」に関しては、今日からでも変えることが出
来ると思います。
春になりましたし、気分を変えて自分を見つめ直
しても良いと思います。まだまだ深い内容でありま
すので、是非購入されてはい如何でしょうか。
稲盛和夫氏の「生き方」です。アマゾンなら翌日に
届きます。
以上をもちまして、会長挨拶と致します。本日も
宜しくお願い致します。有難う御座いました。

幹
久保田
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勲幹事

◆次年度案件となります
が、
「地区補助金申請の受
付及び推薦プロジェクトに
ついて」が10月24・25日開
催、会長、幹事、地区担当
委員長宛にご案内が来て
います。
◆第12回青少年交換委員会及び第７回派遣学生第8
回来日学生オリエンテーションが5月10日、カルタスホ
ール会議室で開催されるとご案内がきております。青少
年交換委員会の皆さま、
よろしくお願いいたします。
◆献血のご協力もよろしくお願いいたします。

委嘱状授与
細野宏道会員が、米山記念奨学会 カウンセラーの
委嘱状を授与されました。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
第22回 ふれあい鴻巣ウォーキング キャラバン
鴻巣水曜RC

管理運営部門長

柿沼洋一様

鴻巣水曜ロータリークラ
ブから、第22回ふれあい鴻
巣ウォーキングのご案内に
参りました。私はクラブで
管理運営部門長を拝命し、
ウォーキングではＰＲ委員
長を仰せつかっている柿沼洋一と申します。
概略の説明を申し上げます。配布したチラシをご覧い
ただきながらお聞きください。22年前に鴻巣市民の健
康の増進と親睦を図る目的で始めました。現在、鴻巣レ
クリエーション協会との共催ということで鴻巣水曜ＲＣ
会長が、大会会長となり運営させていただいております。
昨年は、運営スタッフを含め約2000名が参加しました。
今年度は埼玉県ウォーキング協会の例会指定ではなく
なり若干参加人数が減るのではないかと懸念され、津
田健三パストガバナーがＩＭ等で参加のお願いをする
など、
ＰＲに力を入れております。ぜひともご参加をいた
だければありがたいと思っております。
鴻巣水曜RC

国際奉仕部門

寺西修身様

こんにちは。鴻巣水曜Ｒ
Ｃでは国際奉仕委員会委
員長をしております寺西と
申します。チラシの裏面を
ご覧ください。お申し込期
限は4月19日（日）
までとな
っていまして、運営や安全考慮から保険に入り有料とな
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っています。コースは３種類あります。
Ａコースは８km、
鴻巣駅周辺で花と緑を眺めていただく約2時間のコース
です。
Ｂコースは13km、風光明媚な場所を眺めお弁当
を食べながら歩いていただく３〜４時間コースです。
Ｃ
コースは24km、鴻巣駅から行田の方まで名所旧跡を
巡る５〜６時間コースです。要所要所に案内員を配置し
ております。健康増進につながると思われますので、ぜ
ひたくさんの方にご参加いただきたいと思います。

たのが平成11年。そして平成12年の6月から空手を始
め、7月に青年部に入り、11月に初めての上尾シティー
マラソンに出場しました。
仕事の面で大きく変わったのが平成11年5月。それま
では父が社長で父の同級生の専務がおりましたが、11
年の5月に重度の糖尿病を患いまして、突然明日から来
られないという事になってしまいました。そこで急遽私
が専務となり1か月後の6月に中期経営計画を作成しま
して全社員の前で発表しました。その後平成17年の10
月。親父も70になり私が37歳の時に社長交代をしまし
た。
私の人生の中で厄年前後の時も大きな転機がありま
したがこれには前ふりがあり、私は毎年会社の新年の
挨拶で今年のスローガンを話すのですが、平成18年は
「受ける」
と言うスローガンにしました。社長になった次
の年で、全ての出来事を確りと受け止めて行こうという
事と役職なども出来る限り受けて自分を成長させてい
こうと言う想いがありまして、その年がRC副幹事の話を
頂いた年となりました。

献 血

例会主題〜会員卓話
『自分史』

大塚 崇行会員

昭和42(1967)年3月10
日生まれ48歳未年の年
男。丙午と同学年。出生数
136万人、前年182万人、
後年193万人。2013年
103万人。当時は上町に住
んでいましたので大島病院(現愛仁クリニック)で生まれ
ました。
私には叔父がおりましたが私の生まれる7カ月前昭
和41年の8月、お盆休み中に福島の芦ノ牧温泉で車の
事故で亡くなっておりまして、23歳でした。私は叔父の
生まれ変わりだと言われまして本当にそっくりだったよ
うです。
上町から現在の緑丘に引っ越したのが昭和45年3歳
の時でした。学校は地元で氷川幼稚園、上尾中央小学
校、上尾東中学校に通いました。幼稚園の時の記憶は
氷川幼稚園は氷川神社がありましたので玉串法典のや
り方を教わったのを覚えています。中央小は運動が得意
で足も速くて6年生の運動会で長距離走があり1番にな
りウィニングランで校庭を1周したという記憶があります。
当時から長距離の素質はあったのでしょうかね。東中で
は、最初に器械体操部に入りまして約1年やりバク転バ
ク宙とか鉄棒の車輪が出来るようになりました。次にサ
ッカー部に入り途中からでしたのでレギュラーにはなれ
ませんでしたが1年半続けてそれは高校でも3年間続け
ました。高校は与野高校に通いました。楽しい高校時代
を過ごし大学は東海大学工学部建築学科に通いました。
そして卒業後はタカタと言う茨城にある建築石材の
会社に3年間勤めました。そこは関東では当時1、2番と
いう規模の石材会社でしたので石を学ぶと言う事でお
世話になりました。1年間は茨城の友部に本社と工場が
あり会社の寮にお世話になり、2年目からは東京事務所
が神田須田町にありましたので家から通いました。そこ
での一番の収穫は嫁さんを連れて帰ってきた事と思い
ます。茨城にいる時に知り合い3年の修行が終わって1
年後に結婚しましたので、石の勉強もしてきましたがそ
れが一番の成果だったかなと思います。結婚したのが
平成5年26歳の時でした。その2年後平成7年に長男が
生まれ、平成9年に次男が生まれましてその頃から私の
人生が変わってきました。埼玉だけで販売していた霊園
事業を川崎に事務所を作り神奈川の霊園を販売しだし

そして2年後の平成20年、41歳の時にRC幹事と同
時に上尾市ＰＴＡ連合会の会長職を同時に行いました
。そして平成21年が上尾商工会議所青年部の会長。そ
して平成22年が上尾RCの会長を務めさせて頂きまし
た。
この3年間は大変に有意義な時間を過ごし貴重な
経験をさせて頂き感謝をしています。ありがとうござい
ました。

大塚会員、卓話ありがとうございました！

4月2日 於：上尾駅東口
献血のご協力と当番での呼びかけ、ありがとうございました！

スマイル

前々回確定
修正（％）

３7
8

出席数 29
（％） 78.38

100

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

ｂ Ａｇｅ
Ｃｌｕ

例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

ｕｂ Ａｇｅ
Ｃｌ

齋藤博重会長／久保田幹事／藤村副幹事／
大塚信郎会員／小林会員／富永会員／齋藤重美会員／
井上会員／萩原会員／尾花会員／神田会員／渡邉会員／
細野会員／名取会員／大塚崇行会員／島村会員／
関口会員／須田会員／野瀬会員／宇多村会員／
長沼会員／斎藤修弘会員／北村会員／坂本会員／門崎会員

出席率
出席 会員数
欠席 欠席数

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

鴻巣水曜RC 柿沼洋一様 寺西修身様
ふれあい鴻巣ウォーキングへのご参加、宜しくお願いいたします。

