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お客様紹介
大宮 RC 星野晃一郎様
（青少年交換委員長）

＊ニコニコＢＯＸ

春日部イブニング RC 鈴木伸雄様
（青少年交換委員）

1／24 会員は敬称略)

久喜 RC 進藤和和様
（青少年奉仕部門委員長）

本日のニコニコ…59,000 円

川口 RC 中川聡様

今週までの合計…1,236,000 円
今

星野晃一郎（大宮 RC）…本日も宜しくお願い致します。
小林玖仁男（川口 RC）…本日の卓話よろしくお願い致します。
仲川聡（川口 RC）…小林会長と同行してまいりました。宜しくお願い致します。
進藤和夫(久喜 RC)…よろしくお願い致します。
古澤建治…小林様本日の卓話ありがとうございます。
田巻覚 …大雪で委員会もなく家で家族と団らんでした。明日も路面がすべりますのでお気を付けください。
渡邊和良…青少年奉仕部門委員長 進藤様、青少年交換委員長 星野様、委員 鈴木様ようこそ 小林パスト地区幹事様
川口ＲＣ会長、各方面での卓話でご活躍ですね。今日は宜しくお願いします。
井川潤 …この冬はコインよりも野菜の相場が気になります。
今井憲晃…半田さん大きな声でソングリーダー宜しくお願いします。
大久保美佐男…インフルエンザで 2 週間休みました。これから休まず出席します。宜しくお願いします。
柏茲
…昨夜の情報委員会は残雪厳冬の中 11 名の出席で有意義な会となり感謝いたします。
黒木順一…福田さん積田さん埼玉ﾌﾞﾛﾝｺｽを応援しますので宜しくお願いします。
駒井光雄…今日で 68 才 人生仲間に感謝 生きてることは感謝感謝
斉藤久美子…玖仁男さん卓話楽しみです。私は玖仁男さんの中学の先輩です。
齋藤武 …朝起きたら腰が痛い 昨夜なにをした？ 雪かきか～
斎藤光人…大雪で職奉（利益増の企業）は？栄和自動車、浦和自動車解体、ほづみ自動車？
島村昭敏…北風吹かばﾆｵｲｳﾙﾜｼ柏の花、主なしとて春な忘れそ。仲町小学校梅満開です。雪かき頑張りましょう。
白岩智 …小林様卓話宜しくお願いいたします。駒井さんお誕生日おめでとうございます。
寿原英樹…関東地方は雪の物流が大混乱です。明日は雪の名古屋へ出張です。
田中浩 …大雪皆様大丈夫でしたか？ご安全に！
戸髙康之…小林玖仁男様、あの世あの世でもまだまだ元気ですね。卓話喜んで！
長島忠彦…雪かき、いい運動になったと考えてます。少し痛みでてきました。
中村洋子…しばらく欠席いたしました。申し訳ございませんでした。
半田昭雄…久しぶりにソングリーダーです。よろしく！
星野眞一…雪の片づけが大変です。喜んでいるのは犬だけです。
森島秀之…駒井さん誕生日おめでとうございます。
八木光雄…小林様長生きしましょう
矢作守正…足元が悪い中、例会に出席すばらしいロータリアンの集会です
山岸平二…二木屋の小林様本日の卓話宜しくお願い致します。元気になられる事をお祈りします。
長谷川栄…一昨日の大雪は驚きました。皆さん大丈夫でしたか？
浅野貴之・榎本擴・松島勲・山根健久・榎本擴・尾崎和男・三井勝保・積田優・丹野健
斎藤文男・貝賀雄太・松下悦久…本日の卓話よろしくお願い致します。
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RI 月間 2 月
平和と紛争予防月間

第 2735 回 本日のテーマ 「犬猫の話」

会長 古澤 建治

1 月 24 日 Vol.56-No.26
33

本日は丹野職業奉仕委員長に、新しい事業展開についてお話を頂きます。宜しくお願い致します。皆
様,吉野源三郎という児童文学者をご存知の方もおられると思いますが、
｛１８９９年「明治３２年」
潜水艦青少年交換留学派遣生帰国報告」
に生まれ１９８１年「昭和 56 年」
、８２歳没｝
、激動の時代に於いて東京帝大の文学部哲学科に通い
ながらリベラルな活動をしたということで１９３１年治安維持法違反にて逮捕されました。その彼が
１９３７年「君たちは、どう生きるか」という作品を発行しました。この時期は中国大陸で盧溝橋事
件が起き、日本が日中戦争の泥沼に入っていく時で日本国内では軍国主義が進み、社会主義的な思想
の持ち主はもちろんの事リベラルな考え方の人まで弾圧された時代でした。そんな時代だからこそ、
偏狭な国粋主義ではなく，ヒューマニズムに根差し、自分の頭で考えられる子供達を育てたい。そん
な思いから吉野氏はこのほんを執筆したのです。この本が何故か戦前、又戦後に於いても小さなベス
トセラーになっています。少年の目線で感じた人間関係、自然との触れ合い、社会生活に対する疑問、職業についてと、成長過
程でのあらゆる問題について，叔父さんがノートで意見を投げかけるという常に答えは自分で考えるようにと。今でも興味深く
読むことができます。特に最近では思想だの、哲学だと紹介すると、小難しく押しつけがましいと感じられるかもしれませ。更
に書かれた時代が戦中とくれば若い世代には敬遠しがちになるだろうと漫画本として発行されました。枠にとらわれず、手に取
ってみると、生きていく上でぶつかる悩みや疑問、人間関係で生じる葛藤等、人が乗り越えなくてはならない壁に、世代も、性
別も関係ないのだと知ることができると思います。ぜひ一度お読みください。

幹事 田巻 覚
■１月１７日から１月２４日までの出来事■
１月１７日 社会奉仕委員会が開催されました。
１月１８日 ローターアクト例会が開催されました。
１月２３日 情報委員会が開催されました。
■今後の予定■
１月２４日 １８時より IM 実行委員会が開催されます。
１月３１日 １８時より事務局にて青少年奉仕委員会が開催されます。
■お知らせ■
３月１０日 環境保全委員会によるじゃがいも植付けが見沼福祉農園で開催されます。
お時間のある方はご参加ください。
◆次回
◆
◆次々回

２月 １４日（水曜日） 点 鐘 12：30 テーマ 『渡邊パストガバナー』
２月 ２１日１６日 IM の振替の為休会となります。
２月 ２８日（水曜日） 点 鐘 12：30 テーマ 『手話について』

☆米山記念奨学・財団 振り込み先：埼玉りそな銀行北浦和支店 当座 0103212 浦和北ロータリークラブ☆
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前例会 １月２４日

「あの世へ逝く力」
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小林玖仁男様

小林様の死生観について

「生涯でたった一度だけ死ぬチャンスがある」 シェークスピア「死とは人生の終焉ではなく、生
涯の完結である」 ルターさすがに、良いことを言います。終わりよければすべてよし。一生を
悔いなくいきたいものです。死生観を探求し、幻冬舎から「あの世へ逝く力」をだし、この本が
人気を博しております。いまでは死生観の専門家になっており自らも人生をどう悔いなく終わる
か。明るく逝くか。をずっと考えているようです。
聞くところによると「あの世に逝く力」に続き、死生観の本をあと 1 冊出版する予定とのことです。
小林さんの死生観、小林さんが迷いながら導いた死生観が、これから逝く方への道標になれ
ばと執筆するようです。
曰く、死とは「前人未踏」ではないですが、死ぬ人は多くを語らずに逝きますし、決して帰って
きません。だから死は、それぞれが大変な思いをして超える「全員未踏」の初体験となり、どう
すればいいのかも誰も教えてくれません。ほんとうは、こう考えた方が楽なのに・・・というノウハ
ウがあり、それを当事者として日々発見していて、小林さんはそれを本にしたり講演したりして、
明るい死を伝道しております。歌舞伎役者の奥様の小林真央さんのようなことをしております。
現在の死生観とは健常者のよってつくられたものです。「対岸の火事をみて、知りもしないのによく言うよ」といったかんじでしょうか？
あちらの方が圧倒的に人数が多く、元気で声も大きく、活動期間も長い、「死ぬなんて思っちゃいけません！生きることだけを考え
て！」 と声高に言い、「死ぬ」などと病人が言うと叱咤します。病人は、家族に怒られるので黙ってしまい、鬱になっていくのです。
死ぬときは必ず死にます。死を避けず、きちんと受け入れ方を準備することも大事なのです。どこかのタイミングで腹をくくっておい
た方がいい。でないと避けたままになって、その時が近づくと恐ろしくてジタバタしてしまう。往生際が悪く、恐怖のままに亡くなること
になるのです。

紹介者 松島会員

小林 玖仁男（こばやし くにお）様 プロフィール
1954 年生まれ。埼玉県北浦和の有名懐石料理屋「二木屋」の主人。薪能の開催でも知られる同店は、祖父（小林英三/政治家・元
厚生大臣）が所有していた屋敷で国登録有形文化財。その古い由緒ある日本家屋で、料理のみならず、和食文化を歳時の室札
にして見せるなど和の継承に努めている。店主の顔以外に、著述家として活動、絵や書もたしなむ。郷土玩具研究科、雛人形研
究科でもあり、東京・目黒雅叙園の「百段雛祭り」のプロデュースをはじめ、雛による全国の町おこしにも尽力。幅広い視野を持ち、
深い思索から語られる講演会は人気が高い。主な著書に、「季節の室札－和のおもてなし－」（求龍堂）、「歳時を楽しむお料理 12
か月」（扶桑社）、「運のつぼ 77」（ワニブックス PLUS 新書）など
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国際奉仕委員会

齋藤光人会長
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IM 実行委員会

齋藤武委員長

ニコニコ

浅野実行委員長

丹野会員

受付

ロータリー情報委員会 柏委員長
１月２３日(火)P.M６：００より事務局に於て第２回ロータリー情報委員会が開催されました。
担当の松島委員より青少年部内関連の青少年交換、インターアクト、ローターアクト、ＲYＬＡ
等８項に関する詳細な解説があり、後半は柏委員長より当クラブ１６代より３０代の活動を年表
より振り返る簡単な説明があった。２６代柏会長年度に約１１年続いた埼玉全県 1 地区の第２５
７地区は終了し、２７代今村会長年度より県内は２分割され県東南部は第２７７地区となった。
今村年度に昭和から平成となり現地区は平成元年スタートと言える。２年後の渡辺健会長、石井
ＰＧ年度より現在の第２７７０地区となり同年「第２７７０地区の歌」
（星野和央作詩、藤山一郎
作曲）が誕生し、現在も地区大会で歌い継がれています。
前日の記録的な大雪後ながら１１名の出席を得て８時過ぎ迄熱心な語り合いが続きました。
出席者
古澤会長、田巻幹事、島村(昭)会員、今井会員、星野会員、松島会員、白岩会員、長島会員
貝賀会員、松下会員、柏会員

青少年奉仕委員会
１月３１日開催

リレーエッセイ

星野 眞一会員

「予報・予測」
最近の天気予報はよく当たり正確だ。 1 月 22 日の雪も予報通り大雪になった。被害も出た
が予報通りなので納得がいくことだろう。
しかし、翌日の草津白根山の噴火は予報も無く、唐突で全くの予測外だった。スキー場にいた
人達には噴石による死傷者も出でた。 生きた心地もなかっただろう。地殻変動による噴火や
地震は予測が非常に困難な様だ。 地上の状況は見えるので観測ができる様になって来ている
が地下の状態は見えないので予測が出来難いのだろう。遠くない将来に大地震が起きると予測
されている。人智の限りを尽くして対策を施してもらいたい。

例会日
1月
17 日
1月
24 日

総員

出席免除
適用者欠席数

出席

欠席

MU

出席率

修正出席率

78
78

12
15

50
40

28
38

6
7

64.1％
51.2％

84.85%
74.6%

浦和北ロータリークラブ週報

創立／昭和 36 年 12 月 1 日 承認／昭和 36 年 12 月 29 日創立

事務局／〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和 1-1-2 銀嶺ﾋﾞﾙ 2F

電話／048-813-8075 FAX／048-813-8076

例会日／水曜日 点鐘 １２：３０

例会場／浦和ロイヤルパインズホテル３Ｆｺﾞｰﾙﾄﾞルーム

会長／古澤建治 幹事／田巻 覚 会報委員長／齋藤文男

office@urawakita-rotary.jp
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