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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2591 回例会 平成 26 年 1 月 10 日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 
◇ 国歌斉唱 
◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 
◇ 四つのテスト      歌 唱 
◇ お客様紹介 

浅野 正博 様、浅野 和子 様 
米山記念奨学生    ムンクバト 君 

◇ ニコニコボックス 
平山 金吾 会員：あけましておめでとうございます。本日、ミ

ニ卓話用のレジュメを配布しております。その中にモラロジーの

勉強会のチラシを入れさせていただきました。 
３月１５日（土）於：成田ビューホテル ９：５０～１３：１０ 
また仕事関係のチラシも少し配布させていただきましたので、あ

わせてニコニコいたします。 
 
横田 匡彦 会員： あけましておめでとうございます。あまり出

席することができませんので、例会に出席すれば必ずニコニコさ

せていただきます。今年はもっと出席できるように（夜間例会な

ど特に）努力したいと思います。先月、京都に新しい事務所を開

きました。しばらく東京と関西を行ったりきたりという事になり

そうです。今年も宜しくお願い致します。 
 
橘 昌孝 会員：一昨年の１２月に首の神経が圧迫され肩が動か

なくなってしまいました。まだ自動車の運転はできませんが、新

年例会は歩ける場所での例会でもあるし、新年でもありますので

出席させていただきました。先日、フリーマガジンのＲＯＫＵに

私の記事が掲載されました。小さい患者さんに対してどんな治療

をしているか、考え方などを記事にしていただき感謝申し上げます。 
  
平山 秀樹 会員： あけましておめでとうございます。今日は入

会の見学という事で浅野夫妻に来ていただきました。浅野さんは玉

造幼稚園の経営をされており、去年、青年会議所を卒業なさいまし

た。夫人は私の妹です。これから若い方に入会して頂くことは大変

大事なことだと思います。お礼と紹介ということでニコニコさせて

いただきます。 
 
滝澤 尚二 会員： あけましておめでとうございます。去年の暮
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れに、成田の空港関係の方を集め「新酒と蕎麦を食べる会」というのを蕎麦屋さんで開催

し大盛況でした。続いて年が明け新年になりましたら、うちのお店の前が色々なテレビに

映っておりましたので併せてニコニコいたします。 
 
成田 温 会員：１２月２０日に行われたＯＢ会員を交えての当ク

ラブの親睦ゴルフで、私は７位、１位は神﨑会員、２位が諸岡正徳

会員、ブービーが平山秀樹会員、ブービーメーカーが小寺真澄会員

でした。私の後に続き皆さんニコニコをよろしくお願い致します。 
 
 

※成田会員のニコニコが呼び水（半強制的な）となり神﨑会員、平山会員、小寺会員より

ニコニコをいただきました。 
 
甲田 直弘 会員：本日は成田 U－シティホテルをご利用頂き誠にありがとうございます。 
感謝の意を込めまして、ニコニコさせていただきます。 
 
◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします｡ 
さて、安倍政権も実質的に２年目に入りました。この間、異例とも思われる金融政策等

を含むいわゆるアベノミクスにより、世間は株価の急上昇を初めとした気分的な好景気に

大きな期待を寄せているようではありますが、確かに気分的なデフレ模様からは脱却して

いるようではあります｡しかし、正月からあまり景気のよい話ではありませんが、消費が本

当に増えましたでしょうか。給料が上がりましたでしょうか。まだまだアベノミクスの効

果は、ここ成田の地にまでは波及していないようにも思われます。好景気を経験したこと

のない若年層の皆様に、是非、早い時期に経験していただきたいものです。 
本年度もあと半分とはなりましたが、まだまだ大きな行事が残されております。まず、

２月２１日は当クラブがホストを務める第９分区のＩＭ（インターシティー・ミーティン

グ）がビュー・ホテルで開催されます。準備も着々と進められております。会員は全員登

録となっておりますので、出席方よろしくお願いいたします。 
２月２４日の月曜日は滝澤会員のご協力により、ここ数年行われていませんでしたが、

久しぶりに新酒を楽しむ夜間移動例会を予定いたしております。２８日の例会は振替休会

となります。具体的なご案内は後日お知らせいたしますが、これもまたとない機会ですの

で、多数の参加をお待ちいたしております。 
また、３月８日と９日の土日は、ニュータウン中台の競技場におきまして、毎年、成田

市サッカー協会と協力して開催している「成田ロータリークラブ杯 少年サッカー大会」

に、東日本大震災の被災地である気仙沼から少年サッカーチームを招待して、懇親を込め

た大会を開催する予定でおります。これは、すでに「成田市市制６０周年行事」の１つと

して承認されております。現在、奉仕プロジェクト委員会

を中心に細部を詰めておりますが、これも多数の会員の皆

様のご協力をいただかなければ決して成功は見込めまませ

ん。改めて多数の皆様のご協力をお願いいたす次第であり

ます。 
私の特異な体質かもしれませんが、夏よりも寒くて乾燥

した冬の方が、体がビールを欲するようであります。さて、

本日の「一言、言わせろ」コーナーですが、どなたかいら

っしゃいますか。今後とも、よろしくご意見をお寄せくだ
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さい。それでは、この後、平山金吾会員によるミニ卓話も用意されているようですので、

挨拶はこの辺で終わりとさせていただきます。 
最後になりましたが、浅野正博様、和子様ご夫妻、そして米山記念奨学生のムンクバト

君、今夜はようこそお越しくださいました｡楽しい時間をお過ごしください｡ありがとうご

ざいました。 
 
◇ 奨学金の授与 

米山記念奨学生    ムンクバト 君 
 
◇ 幹事報告  成田 温 幹事 
１．結婚記念日、誕生日で領収書が必要な方は事務局までお申し出下さい。                      

  また、当日欠席されて自宅に品物が届いている会員の方は、次回出席された時にニコ

ニコをお願い致します。 
２．１月のロータリーレート １０２円                                    

３．２月１日（土）第５回会長・幹事会 於：白井 
４．ロータリー財団補助金管理セミナー開催の案内 ２月２日（日） 
     次年度会長、次年度幹事、次年度財団委員長出席予定 
５．ガバナー事務所地区幹事長よりフィリピン台風災害義援金協力の御礼            

６．多古ロータリークラブより例会日変更の案内 
 
◇ ミニ卓話 

～～～ 干支の話 ～～～ 
平山 金吾 会員 

本日は、簡単なレジュメを用意してきましたので、それに沿ってお話をさせていただき

たいと思います。 
 
甲 きのえ、（木の兄）春 
甲は十干の最初で、四季で言うと春。甲は鎧で草木の芽がその殻を破って頭を少し出した

という象形文字で、旧体制が破れて革新の動きが始まるという事を意味しています。旧来

のしきたりや陋習を破って革新の歩を進める年です。（甲を使う字に狎れる、押さえる、

呻るなど）しかし、午（うま）は、十二支の７番目、季節で言えば夏。午は元は杵の意味

で、下から上を突き上げる意味から忓う（さからう）と言う意味があります。 
甲
こう

午
ご

（きのえ・うま）したがって甲午の年は、木の芽が堅い殻を破って、新たな芽を出そ

うとしている様です。甲子から始まる６０年（還暦）の半分で、癸巳が終わり、あと半分

の３０年の始まりです。古い体制が次第に壊れ、次の時

代を担う新たな動きが始まる意味なのです。午は杵で打

つ意味があり、下剋上で下から上を突き上げ、陋習を破

り、革新的な動きが出てきます。狎は慣れすぎて、分か

ったつもりで相手（国民）にわかって貰えないことから

問題が起こります。何事を始めるにも、よく丁寧に説明

することが肝要です。その点、安倍さんは物事を丁寧に

説明しているのでかなりいい方向へいくのではないかと

思われます。説明不足からあらぬ方向へ行く恐れがある
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ため、午はその意味から旧勢力が落ち目になり、複雑紛糾し、これに対して今まで滞在し

ていた勢力が出てきます。 
 

易は継続循環でありますので、３年を通じて見るようにすると良いです。 
昨年は癸巳（みずのと・み）癸は揆一で悪いものを正しくする意味があり、巳は地中か

ら蛇が出てくるように新たな芽が出てくる意味があります。悪い体質を改革し新たな道筋

が見えてくる年と申し上げましたが、当に前政権が日米関係、日中・日韓関係をメタメタ

にしてきましたが、安倍政権の発足で大分改善されてきました。株価は年間上昇率で５７％

となり４１年ぶりの上昇率を記録しました。円はドルに対し１８％下がり、３４年ぶりの

下落率となりました。円安により輸入価格が高騰し、一部給料も上がり、何とかデフレ脱

却の兆しが見えた年でした。年末になり猪瀬東京都知事が徳洲会からの５，０００万円の

収受で辞任、１２月１８日の選出から丁度１年で終わることになりましたが、当に威を正

さなければならない年であったのです。 
 来年は乙未（きのと・ひつじ）で乙は草木が目を出しましたが、早すぎて晩霜で折角出

した芽が霜枯れする意、今年の新たな政策（消費税、税制改革）が悪く作用して芽を枯ら

されないよう注意する必要があります。未は一と木の合わさった字です。木が生い茂り見

通しが悪いさま、あまり枝葉を繁茂させ過ぎず、適当に刈り込む必要があります。急激な

経済の進展は弊害を起こします。 
 ６０年前の昭和２９年（１９４９）防衛庁、自衛隊が発足。ビキニ環礁での水爆実験で

第５福竜丸が被ばく。青函連絡船、洞爺丸が函館港外で台風の為沈没し死者１１０人。 
１２０年前の明治２７年（１８９４）清国が朝鮮出兵、日本も朝鮮に出兵し、清国と開

戦。日清戦争勝利。 
 
易とは変わるという意味で、不易とは変わらないこと、不易流行とは変えてはならない

ものは変えず、基本を守り通し、時代に即応するべきことは果敢に変えていくことが肝要

です。 
大抵の方は、易を「占い」のように考える方もいますが、中国４０００年の歴史の中で

育ってきたもので、陰陽五行の考えで物事・事物を説明しようとして研究してきたもので

す。動植物が生まれ育ち、ものごとが生まれ育ち、老化し死滅していく様を研究し、循環

の原理を陰陽五行で説明しています。 
紀元前、中国古典に四書五経というのがありましたが、そのうちの一つが易経です。 
＜四書は、「大学」「中庸」「論語」「孟子」の四つの書物を総称したもので、五経は、「易経」「詩経」

「書経」「春秋」「礼記」の儒教で基本経典とされる5種類の経書の総称こと＞ 

 
運命は常に変化し、命を運びます。 
運命成立の条件 
第１ 自然的条件。地球上のどんな地域に生まれ育ったか。 
第２ 社会的・文化的環境。人間は社会的動物なので、どんな集団（宗教、道徳性、階

層）に属して育ったか。 
第３ 遺伝と家庭環境。ＤＮＰなど遺伝質、どんな親によりどんな家庭状況で生まれ育

ったか。 
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第４ 個人の精神作用と行為。生まれてから今日までの自己の精神作用と行為。意識的

なものと無意識的なものとがあり、無意識的、受動的なものをも含めて自分の精

神作用と行為の累積が現在の自己を成り立たせている。 
易を知り、運命を開き、好運命を得るためには、第１、第２、第３の先天的なもので、

自分自身ではどうにもならない事についてはこれを素直に受け入れ、その上で第４番目の

精神作用と行為の改善をするのです。この事の累積が自己の運命を作るのですから、これ

を改善することが肝要です。好運命である条件とは、健康・長寿・子孫の繁栄・事業の繁

栄などです。又、心が常に安心・平和・幸福な状態である事です。 
 
以下の事に注意を払い、長期に亘り実行することで運命の改善が出来ます。 
 〇利己心の克服。虚栄心、嫉妬心、自己燐憫等の劣情を克服する。 
 〇感謝報恩、特に天地自然への大恩を知り感謝する。 
 〇慈悲寛大、「己の欲せざること人に施すなかれ」論語。 
  人を労わる、思いやりの心と行為。許す、受け容れる。 
 〇自己反省、大抵の事はその原因を探ると、その遠因が自分にある事を知る。 
 
「易経」の中の格言 
 「積善之家必有余慶 積不善之家必有余殃」（易経 文言伝）  
  運命改善には善をたゆみなく積み、不善は為さない、このことが好運命を作る 
 「大小の事変みな箴戒となす」（易経 文言伝） 
  何事か大きい事が起こる前には、その兆しが必ずある。その兆しを早く気づき予防し

処理をしておく。 
 「持久微善を積んで撓まず」（易経 繫辞下伝） 
  結果を出すためには、気長にたゆまず善を積み続ける。 
 「天爵を修めて人爵之に従う」（孟子 告子上篇） 
  天に認められる様な徳・品性を身に付け、この結果としての人爵を受ける。 
 「隠れたるより見わるるは莫し、微しきより顕らかなるは莫し」（中庸） 
  天から見ればすべてはお見通しである、何事も隠し遂せるものではない 

 易とは開運学、命を知り、天地自然の法則に則り、天爵を修め、持久的に微善を積み、

積善により徐々に運命を改善し、運命を開き、余慶を受ける事です。 
 
今後、色々な事が起きる可能性はありますが、日本の知恵でどうにか切り抜けて行け

るのではないかと期待しております。それでは時間となりましたので、簡単ではあります

が卓話とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

 
◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 
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２０１４－２０１５テーマ 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン会長エレクト 

 「ただ座って暗闇を呪うよりも、ロウソクを灯したほうがいい」 ロータリー設立の約 2,400 年前を
生きた中国の思想家、孔子の言葉を引用したゲイリー C. K. ホァン国際ロータリー会長エレクトは、
孔子を「世界で最初のロータリアン」と述べました。孔子の教えに心を動かされたホァン会長エレクト
は、2014-15 年度のテーマを「ロータリーに輝きを」（Light Up Rotary）とすることを発表しました。 
 
「世界には問題が山積みとなっており、大勢の人が助けを必要としています。しかし、“自分にできる
ことはない”と言って、何もせずにただ座っている人が大勢います。これでは、何もかも暗闇のままで
す」とホァン氏。世界 537 地区からサンディエゴ（米国）集まったガバナー夫妻に向けて、次のように
語りました。「ロータリーの考え方は、孔子と同じです。ロウソクを灯すのがロータリーです。私が一
本、あなたが一本。こうして、120 万人の会員全員がロウソクを灯します。力を合わせれば、世界を光
で輝かせることができるのです」 
テーマを明かしたホァン会長エレクトは、次年度にそれぞれの地域社会で「ロータリーデー」を実施し
たり、地元ローターアクトやインターアクトのメンバーと一緒に奉仕プロジェクトを実施することによ
って、クラブが「ロータリーに輝き」をもたらすよう呼びかけました。「ロータリーをどう輝かせるか、
ご自分のロウソクをどう灯すかは、皆さん次第です。自分が何を得意とするかは、ご自身がよくご存じ
のはずです。地元地域社会が何を必要としているか、どう支援できるかは、皆さんご自身のほうがお分
かりになるでしょう」 
会員増強の目標についても触れた会長エレクトは、女性会員や若い会員の必要性や、世界の会員数を 130
万人に増やすという自身の目標について語りました。配偶者や家族、友人をロータリーに誘うよう呼び
かけたホァン氏は、「活気あるクラブを築くために、私たちが率先する
必要があります。そのためには、まず新会員を迎え入れることから始め
ようではありませんか」と述べました。 
ポリオ撲滅活動の現状については、今の勢いを保てば、2018 年までにポ
リオを完全に撲滅することが可能、と述べました。「ポリオを撲滅すれ
ば（必ずや撲滅は達成できます）、ロータリーが偉業を成し遂げる力を
備えた組織であることが実証されるでしょう。また、ポリオ撲滅後に取
り組む次なるチャレンジのための土台が整えられるでしょう。何より重
要なのは、永遠に続くプレゼントを世界に贈れるということです」 
ポリオ撲滅の闘いを続け、地元地域の人々の模範となり、会員基盤を成
長させることによって、ロータリーを今までよりも輝かせることができ
ると、ホァン会長エレクトは願っています。「『ロータリーに輝きを』、
これが次年度のテーマですが、これにはテーマ以上の意味があります。
私たちがロータリーでどう生き、どう考え、感じ、活動するかが、この
言葉に込められています。すべてのクラブ、地区、そして活動するすべ
ての国で、日々、人々のために何ができるか。それを表しているのです」 
 

 
第 7 回 理事・役員会 

１．今後の行事日程について 
 １月の予定                                     
     １月１０日（金）  新年会 Ｕシティーホテル  理事・役員会 ミニ卓話 平山 金吾 会員 
     １月１７日（金）  通常例会 卓話 石指 雅啓 会員（成田空港株式会社） 
     １月２４日（金）  通常例会 卓話 成田税務署長 松川和人様 入会式／音花昭二氏 
     １月３１日（金）  通常例会 卓話 東京江東ＲＣ 小島様      
 2 月の予定                                     
     2 月 ７日（金）  通常例会 卓話 喜久川 登 会員 第８回理事・役員会 
     2 月１４日（金）  通常例会 卓話 諸岡 正徳 会員 
     2 月２１日（金）  移動例会 第９分区ＩＭ 成田ビューホテル 
     2 月２４日（月）  夜間移動例会 新酒を楽しむ会 ひかたや第二支店 
     2 月２８日（金）  振替休会 

※２月１８日（火）メディア定例協議会 
      承認 

２．上半期（７～１２月）試算表・予算執行状況・予算残高の件 
  順調                                            承認 
３．ＩＭの件 

平成２６年２月２１日（金） １４：０0 点鐘 詳細再度確認                      承認 
４．成田ＲＣ杯サッカー大会の件 

矢島委員長より途中経過報告                                      承認 
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５．平成２６年度全国高等学校総合体育大会のプログラム広告協賛の件 
平成２６年８月８日（金）～１０日（日） Ａ４版 １頁 ６０，０００円       
継続審議                                             承認 

６．例会変更の件 
 ３月２７日（木）成田コスモポリタンＲＣ創立２０周年記念ゴルフ大会（分区ゴルフ兼ねる） 
 ３月２８日（金）通常例会 
 ４月 ４日（金）２クラブゴルフコンペ＆花見例会（米屋観光センター） 
          例会前 理事・役員会 １７：００／誕生日・結婚記念日は４月１１日 
          千葉南ＲＣ創立５０周年記念式典（松田会長エレクト出席予定）            承認 
７．ロータリー財団補助金管理セミナー開催の件 
 ２０１４年２月２日（日） １３：３０登録 オークラ千葉ホテル 
 松田会長エレクト、神﨑次年度幹事、次年度財団委員長                         承認 
８．ホームページ及びフェイスブック活用セミナー開催の件 
 ２月６日（木）１３：００～１６：００ 京葉銀行文化プラザ  欠席 
 アンケートは広報委員佐藤会員より回答済み                              承認 
９．第３７回ＲＹＬＡセミナー開催案内の件 
  ２月２２日（土）～２３日（日） 幕張セミナーハウス    

米屋（株）、横田会員参加予定                                   承認 
10．ロータリー財団積立建て替えの件 

１月 １０２円のロータリーレート中に、２人分の寄付額を一時建て替える。               承認 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乾杯：平山金吾パストガバナー 司会進行：吉田 稔会員 
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ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、佐瀬 和年、小宮山 四郎 
吉田 嘉浩、平山 秀樹、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、小川 賢 
神﨑 誠 各会員 

１月１０日 理事・役員会 

  
 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

笑顔溢れる新年会、お疲れ様でした。かなりのお酒の量だったみたいですよぉ～、一升瓶９本！ 

くれぐれも皆さま、２月に行われる“新酒を飲む会”ではお気を付け下さいね。 


