
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1387回 （本年度 25回）  
平成 29年 2月 2日(木) 早朝例会 
 
平和と紛争予防・紛争解決月間  

点  鐘  戸張 裕康 会長 
 

司  会  江口 進  会場監督 
 

唱  和  「四つのテスト」 
 
お客様紹介 戸張 裕康 会 長 
 
◆ゲストスピーカー 

  松沢 成文 様 （参議院議員・前神奈川県知事） 

◆ 松波 登 様（川崎北 RC・会長） 
◆ 大羽  将裕 様（スポーツアカデミー新城） 
   瀧永  聡 様（天然素材蔵） 

市川  芳子 様（会員家族） 
◆ 丁

テイ

 中斐
チュウヒ

 君
くん

（米山奨学生） 
 

会員出席報告  神谷 直 出席・親睦委員 

(欠席者) 河合会員、小林会員、工藤会員、坂本会員、 

高木会員 
 

ニコニコ報告  神谷 直 出席・親睦委員 
 
◆松波 登 様（川崎北 RC・会長） 
 本日はお世話になります。 
◆戸張 裕康 会長・都倉 八重子 幹事 
 松沢さまの卓話楽しみにしておりました。徳安さん

有難うございます。 
◆都倉 八重子 会員 
 おはようございます。9日は「世界らん展」コンテ

スト搬入日のため欠席させて頂きます。16 日、東
京ドームで徳安さんと共にお待ちしています。 

◆SAA 一同 
 松沢さま、本日はお忙しいところ誠に有難うござい

ます。楽しみにしておりました。 
◆親睦委員一同 
 松沢さま、ようこそ中原ロータリークラブへ。卓話楽し
みにしております。 

 
「みんなニコニコ」 松沢様 ようこそ！！！ 

徳安 久是 会員・若狭 滋則 会員・鈴木 次男 会員 
  

 
小泉 正博 会員・市川 功一 会員・山本 剛 会員 
高瀬 建夫 会員・島田 叔昌 会員・堤 研二 会員   

 

ご 報 告  市川 功一 会員 
 

第3520地区 台北樂群
RCの王 妙涓さんより中
原RCの皆様に、台湾のお
菓子の差し入れがあり
ました。また、王さんは、
30周年式典に参加の予
定だそうです。  

卓  話 参議院議員：松沢 成文 様 
 
「江戸時代の改革の実践者 二宮 尊徳」 

 
※ 昨年の「甦れ！江戸城天守閣」に続いて上梓さ

れた「教養として知っておきたい 二宮尊徳」の 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １７名 ９名 ７７.２７％ 

前々回(1月 19日)欠席 5名 Make up0名 91.30％ 

ニコニコボックス 本日 15,000 円 累計 472,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 65,000 円 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１・第３木曜日 PM12:30～ 第 2・第４木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『人類に奉仕するロータリー』 Rotary Serving Humanity 

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 第２５９０地区ガバナー 高良 明 



中から、要点を

パワーポイント

を用いて解説さ

れました。農政

改革者といわれ

る「二宮尊徳翁」

の心を、如何に

現代に生かすか

を改めて学ばさ

せて頂きました。

ここではいくつかのパワーポイントで流れた映像を

掲載いたしますが、今回皆さんが手にされた本の中

に大変詳しく解説されています。是非、一読とは言

わず何度でも読んでいただきたいと思います。 

 

  



 

 

 
《講師のプロフィール》 
・神奈川県川崎市 1958 年 4月 2日生まれ。 

・慶応義塾大学法学部政治学科卒。 

・㈶松下政経塾 第 3期生。 

・米国ワシントン DCにて、ベパリー・バイロン連   

 邦下院議員スタッフ、メリーランド州にて、ス  

 ティーブ・サックス州司法長官のスタッフとし  

て米国の地方自治を実践研究される。 

・1987 年 神奈川県議会議員に県政史上最年少議  

 員として初当選。2期務め、その後衆議院議員 

 を 3期務める。 

・神奈川県知事を 2期務める。 

・現在参議院議員（無所属） 
  

あるロータリアンの二宮尊徳 考 
 

『ロータリアン 二宮尊徳翁』 

日本の奉仕観の底流にある思考 
2510 地区 PDG 塚原房樹（札幌東） 

 
今年度のホアン RI 会長は、「私は儒教の祖、孔

子を世界最初のロータリアンと呼んでいます。孔

子はロータリーが創立される 2500年前の人物で

あるにもかかわらず、ロータリーの考え方と彼の

考え方が非常によく似ているからです」と RI会長

就任の際に述べられました。孔子がその中心にす

えたのは、「仁」すなわち人を思いやる人間関係

の基本でした。 

 昨年の暮れに小田原の報徳二宮神社に参詣する



機会を得ました。神社の入り口に、最近見られなく

なった薪を背負って歩きながら本を読む二宮金次郎

少年のブロンズ像があり

ました。皆さんは金次郎少

年が読んでいる本を御存

じでしょうか。二宮金次郎

少年が読んでいる本は孔

子が提唱した儒教の経書

の一つ「大学」です。「大

学」は天下を治める治世の

根本原則を述べています。 

 従って江戸時代後期の農政家、思想家であった二

宮尊徳翁の報徳=奉仕の訓えにも儒教の「仁」が根底

にあります。尊徳翁は「我が宗教は神道一割，それ

に儒教、仏教各半々ずつを加味したもの」であり、

神道は社会のために力を尽くし、儒教は人の道を全

うし、仏道は慈悲を行うものであるといわれました。 

 私はかねてより二宮尊徳翁を日本のロータリアン

の祖と考えていました。「人もし何か欲するところ

あるならまず他人のために働くがよい。そうすれば

必ず人に報いられて願望を満足するであろう」。二

宮尊徳翁はシェルドンの 80年前に誕生、すでに「も

っともよく奉仕するもの、最も多く報いられる」と

いうシェルドンの奉仕コンセプトを提唱していまし

た。 

また尊徳翁の道徳経済一元論、「道徳なき経済は

犯罪である」「経済無き道徳は寝言である」という

言葉は、ロータリーの実践倫理運動の一面をよく表

しています。ホアン RI会長(台湾)と尊徳翁(日本)

の共通点は根底に儒教の訓えがあります。また韓国

も儒教を信奉している国です。従ってこの東アジア

の三国のロータリアンの奉仕哲学の根底にあるもの

は、五常（仁、義、礼、智、信）の徳性を拡充する

ことにより、父子、君臣、夫婦、長幼、朋友の五倫

の道をまっとうすることでありました。 

現在、企業の倫理や存在価値が問われるなか、国

際標準化により「コンプライアンス」や「CSR」など、

海外からの思想や経営論などが取り入れられており

ますが、日本には江戸時代から、「財政再建」「格

差」「貧者救済」「自然との共生」など、現代が抱

える諸問題を神・儒・仏をあわせた「日本人の心」

を持って考え、実践し、そして復興に導いた二宮尊

徳翁がいたのです。  （2015.03.23） 

（ロータリーの源流：ロータリアンの広場より）  
会長報告 
１．理事会報告 

２．地区からの来信 

 ①2017-18 年度「地区補助金」プロジェクト募集要

領決定・募集開始のお知らせと資料が届いており

ます。 

 ※2017-18 年度 高瀬会長・河合幹事、ご検討下さい。 

 ②ロータリー経営大講演会のご案内(ロータリアン

の登録とお振込みについて）が届いております。 

 ・チラシは、会員に配布の上、お知り合いの事業主・

入会候補者等をお誘い頂き、当日は是非多数でご

参加頂きますようご案内下さい。 

・チラシの申込書は、一般の方の参加申込書と 

して利用 

・ロータリアンの登録・お振込みは、クラブ一括 

 にて行うこと。 

 ・一般参加者および入会候補者も大勢参加されま 

すので、途中退席･退場は、極力お控え下さいと

の事  

３．第 1～第 3 グループガバナー補佐・事務局合同

連絡会 開催のご案内が届いております。 

  日時：2017 年 3 月 7 日(火) 18：00～   

場所：ホテル精養軒 

４．横浜東ＲＡＣより、例会のご案内 

◇2 月 26 日（日）15：00～17：00 鶴見駅前ﾎｰﾙ 

内容「フラワーアレンジメント」 

登録料：1,500 円  

◇3 月 11 日(土) 9:30～16:30  

【第一部】 9:30～13:00「盲導犬介添え体験」 

捜真女学校玄関口集合  

【第二部】14:00～16:30「盲導犬募金活動」 

鶴見駅西口オープンカフェ 登録料：無料 

５．他クラブ例会臨時変更  

●川崎鷺沼 RC  

2 月 8 日(水) 休会 

2 月 15 日(水) 夜間例会に変更 点鐘 18：00 

●川崎西北 RC   

2 月 23 日(木) 夜間例会  

ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ金子 大氏の卓話  

 3 月 14 日(火) 移動例会 ＪＡＬ工場見学 

 3 月 23 日(木) 昼例会 

 3 月 30 日(木) 休会 
 

６．他クラブ会報の回覧  本日は、ございません。 
 

７．本日は、全会員参加のクラブ協議会を開催致し   

ます。 

今後のクラブ運営について話し合いを行います 

のでよろしくお願いいたします。 
 

８．次週 2 月 16 日(木)は、東京ドーム「世界らん展」 

への職場訪問移動例会となります。 

後楽園飯店に 11 時 30 分 集合後、例会を開催い  

たします。ご出席をお願い致します。   
 
【プログラムの予定】  

2 月 16 日(木) 後楽園飯店 集合 11：30 

職場訪問 

 移動例会 

後楽園飯店にて移動例会後、 

東京ドーム「世界らん展」見学 

2 月 23 日(木) H 精養軒 12：30 ～ 13：30 

昼 例 会 
｢30 周年に向けてコーラスの練習」 

山本実行委員長 ※ご家族参加 

3 月 2 日(木) H 精養軒 12：30 ～ 13：30 

昼 例 会 
｢30 周年に向けてのテーブルミーテ
ィング」山本実行委員長 
※例会後コーラスの練習 


