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★司会 河口武生 SAA
★点鐘 河口武生 会長
★ロータリーソング
「君が代」「奉仕の理想」
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Be a Gift tothe World
世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう
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幹事報告

幹 事
伊藤恒満

副会長
安本好勝

伊藤恒満

2015-2016年度 RI会長
Ｋ.Ｒ.ラビ ラビンドラン

幹事

1．例会変更のお知らせ
2.4/ 3 (日) ﾏﾘ ｰ ﾝ 協 賛 学童春 季野球 大会参 加 の
皆様お 疲れ様 でした 。
(小山 ､野口 ､ 山本､ 山 崎､河 口 ､伊藤 恒 満 敬称略)
3.4/ 9 (土)水辺の 楽 校開 校 式と 干 潟観 察 会
10～1 2：0 0
4.4/ 1 6 (土)盲導犬 募金活 動のお 知 らせ
時間 1 0～ 1 4：0 0 ※時間の許す範囲で30分でも可
場所 川崎 ル フロン 前（日 航ホテ ル 前）
※マリーンのブルゾン持参下さい。
5.富津シティＲＣゴルフコンペ参加のお願い
5/15（日）木更津ゴルフクラブ 7：32ｽﾀｰﾄ
6.例会 終了 後 、第10回 理 事会 開 催しま す。

ソングリーダー 中條藝立 会員

ゲスト紹介
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会長

【ロータリー青少年交換】
Niklas Elias Kopp
（エリアス）君
増田敏雄ｶｳﾝｾﾗｰとエリアス君

ビジター紹介

＊近隣ＲＣからのお知らせ
山崎美津夫 親睦活動委員長 ありません

ありません

出席報告

＊週報を送ってくださったＲＣ
小山宏明

会員数 出席率 出席者
該当者
本

日

前々回
前々回
メーク
アップ

33
33

出席委員長

ありません

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

30 23 7 76.67
30 19 11 63.33 3 73.33

今後の予定
◎ 4月14日(木) 「クラブフォーラム(全体会議)」

福嶋安行・森野知良・安本好勝

会長報告

(敬称略)

河口武生

会長

1.ﾛｰﾀﾘｰ財団 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛ-第4回ﾊﾞｯｼﾞ授与

◎ 4月21日(木) 「アウトドアのスキルが命を救う」
NPO法人 多摩川川干潟ﾈｯﾄﾜｰｸ
理事長 佐川麻理子 様
校長 仲子先一郎 様
◎ 4月28日(木) 「長期計画委員会報告」
安本好勝 長期計画委員長

山本栄次会員

委員会報告
2.米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ開催
4/16（土）15～19：30 上大岡 ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜
三野公一ｶｳﾝｾﾗｰ
3.ｴﾘｱｽ君近況報告
3/25～27広島、4/2YEｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ等
4.事務局事務所引っ越しの報告
5.訃報 2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 上野豊様が逝去され
ました。謹んでお悔やみ申し上げますとともに
心よりご冥福をお祈りいたします。

■山本栄次 広報・雑誌・記録委員長
ロータリーの友掲載記事の紹介
■小枝義夫 次年度幹事
期首計画書提出のお願い(4月末まで）
■御幡幸男 青少年奉仕委員長
4/9(土)水辺の楽校開校式・干潟観察会10-12時
■安本好勝 会長エレクト
ロータリーバッジの件

本日の卓話

福嶋安行 会員

ウクレレ演奏して
いただきました

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

『無』
本日の演題の「無」ですが、題名を聞かれ時に何も考えていなかったもので「無（なし）」と言っ
たところ、こうして来てみたら「無」になっていました。
サンデー毎日社に務めて…これは冗談で、"サンデー毎日"とは全ての仕事が無くなり気軽な
立場になったということです。以前はそれなりに仕事をしておりまして、奉仕活動や神仏問わ
ずに神社からお寺、そして赤十字の活動の方も顔を出しておりました。
私は学校を卒業し新小岩の鉄工所に就職しました。そこでの出会いが大変素晴らしいもので、
社長さんが立派な人柄の方でした。よく社会見学といってキャバレーに連れて行ってくれまし
た。私の専門は溶接で、製造部の工程管理の仕事をしておりました。学んだ事は営業の仕方
それからマネージメントそしてゴルフに麻雀と一通りです。ここでの人との出会いが大変勉強
になったと思います。最近になって同期の友人から連絡がありました。大牟田で鉄工所をやっ
て成功した友人ですが、後継者が無く「無」ですね。自分も体が弱って辞める事になったそう
です。以前卓話をしてくれた島田という友人は独立心の強い人間で、起業して自動車関係の
工場を経営しています。従業員が150人くらい居ると思います。それともう一人、アルミのロウ付
けをしていた昔の仲間で独立して淀川の方で鉄工所を経営しています。皆同じように歳をとり
ました。そんな私も今は寂しい思いをしております。鉄工所を卒業し、味の素の出張所の所長
を致しました。社長に成ったのは56才の時ですが、代表権を持って10年、後5年間は代表権を
持った会長として福嶋鉄工所で働いていまして、その後の3年間は相談役をし退職しまして
「無の心境」でした。幸い私には音楽という趣味がありまして、ボランティアで老人ホーム等の
施設でハワイアンの演奏をしています。奉仕の精神で月に一度行っています。趣味を持つ事
は大切ですね、これが無いと私も身が持たないということです。また友達を持つことが一番で
す。友情をまず大切に。このクラブの河口さん、味の素の協力会で会長をしている時に理事と
して協力していただきました。大変責任感の強い男です。沢山の友達をロータリーで持つ事が
出来ました。ロータリアンで有る以上まず友情を大切にしていただきたいと思います。お金の
事はどうでも良いのです。あとは運です。無くてもある人に成るのです。私はお金を持たない
主義でして、有っても貯まらないと言うことで…。人の名前を出してはいけないのですが、鈴木
さんなんかは立派な方で、私以上に財を成した人です。彼のお父さんは大変立派な方でして、
息子さんも立派ですけれど、神社の事は全て教えていただきました。当クラブの佐藤さんも素
晴らしい方で、きっと立派な住職に成られると思います。それからもう一人他クラブですが書道
家の叶春華さん。この方は日本で一番の書道家になると思います。いずれにしてもこの様な
方々が側にいるという事は、大変素晴らしい事でございます。
「無」という話で本当は皆さんに見せたかったものが有りました。かの有名な棟方志功さんの書
かれた「無」と言う書物なのですが、人に貸し何処へやったのか分らなくなりまして、それが無
いと話にならないという事でして、見つかりましたらきちんとお話しをしたいと思います。この人
とは多少の縁がありまして、鉄工所の息子さんなのです。大変苦労して勉強をして版画家にな
りました。この辺の事は作品等の事も多少理解しておりますので皆さんに次回ご披露したいな
と思っております。「無」「なし」主に仏教で良く出てきます。いろんな言葉の上下につなげて使
われています。皆さんも「無」という事について考えてみていただきたいと思います。
福嶋会員には、最後にお得意のウクレレでハワイアンソングを披露していただきました。
本日は楽しく、ためになるお話しをありがとうございました。

安本好勝

副会長

東日本大震災義援金 10,000 円
累計金額
110,000 円

本日のニコニコ
累計金額

18,000 円
725,000 円

◆ 小枝会員
◆山本会員
ファイヤーサイドミーティングお世話になりました。
福嶋様、本日の卓話楽しみにしております。
皆さんのご意見を聞き大変勉強になりました。
本日、ロータリーの友を配布しました。
◆ 野口会員
栗原さんはじめ会員の皆様、事務局引っ越し大変
福嶋さん｢無｣とはいったいどんな卓話になるので
御苦労様でした。
しょう。楽しみにしています。
◆ 山崎会員
◆ 秦会員
福嶋さん、土曜日ご指導宜しくお願いします。
3/24のグルメ会とても結構でした。親睦委員会の皆
卓話楽しみにしています。
様、御苦労様でした。
◆ 伊藤秀司会員
福嶋さん、今日の卓話難しそうだなぁ！
福嶋さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆ 松中会員
◆ 内田会員
禅の心今日ですかね。
先日は愚妻とエリアス君がお世話になり有難うござ
福嶋さん卓話のほどよろしくお願い致します。
いました。
◆ 島田会員
◆ 増田敏雄会員
秦さん、先日は大変お世話になりました。
病気ダイエット5kg程減量出来ました。
ファミリーミーティング参加の皆様お疲れ様でした。
太り過ぎを解消します。
◆ 鈴木会員
◆ 河口会員
福嶋様、本日は中身のある｢無｣のお話楽しみにして 1.福嶋さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
おります。先日の夜の飲み会はあまり金を災害義援 2.ファイヤーサイドミーティング参加の皆様、有意義な
金に入金い致します。
ご意見を出していただき有難うございました。
◆ 中條会員
◆ 安本会員
本日、福嶋様の卓話を楽しみにしております。
本日のお話楽しみにしています。
◆小山会員
福嶋さん、本日の卓話楽しみです。
クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

