
２０１１年３月第１週号 

第２３０５回 
平成２３年３月４日(金) 点鐘１２：３０ 〈晴れ〉     

◆国歌斉唱      『君が代』 

◆ロータリーソング  『奉仕の理想』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

       １．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

 ・千葉北ＲＣ／和田 治文会員、神長 洋士会員 

 ・敬愛大学少林寺拳法部 中村 智美様 

■ 会長挨拶及び報告        榊原 行夫会長   

理事・役員会及びクラブ協議会報告 

１． クラブ運営資金会計報告  

順調に推移していることで承認される。 

２． 会員増強について 

新会員募集のパンフレットを作成しました。一人５枚ず

つ配りますので、新会員の勧誘の資料にして頂ければと

思います。会員増強のご協力、宜しくお願いします。 

３． 創立５０周年に因んで、東仁川ＲＣ表敬訪問について 

出井会長エレクトを中心に吉田会員、斎藤会員と話し

合いをして頂き、５月頃実行出来るよう進めて頂きたいと

思います。 

４． ２/１５「ＩＭ」開催について 

１０万円の赤字が出たので、予備費より補填をすること

になりました。 

５． 職場訪問及び親睦旅行について（北原親睦委員長

より） 

  日時⇒ 平成２３年５月２９日（日）～３０日（月）１泊２日 

  ５月２７日（金）の例会を変更して、移動例会とするこ

とになりました。 

６． 花見移動例会について 

日時⇒ 平成２３年４月８日（金） 点鐘 午後６時 

場所⇒ 殿山ガーデン 

 

７． 地区より、ニュージーランド地震災害義捐金依頼について 

 全会員より、１，０００円を徴収することに決定。 

 

■ 委員会報告                          

社会奉仕委員会より（金親博榮委員長） 

青少年による環境をテーマとする模擬国連が地区の

主催により開催されます。 

日時⇒ 平成２３年３月２１日（月）13：00～17：00 

会場⇒ 京葉銀行文化プラザ 

参加者の募集とサポーター（一人又は一社 １０，０００円）の

募集の依頼がきておりますので宜しくお願いします。 

 

■ 幹事報告               小林  透幹事   

①今、ロータリアンを狙った、寄付要請等の悪質なメー

ルが出回っているとのことです。お気をつけください。 

②ロータリー財団への寄付が、４月１日より税制上の優

遇措置の対象になります。 

 

■ ３月度 会員誕生祝い・結婚記念日祝い                  

誕生日祝い 

 ２日 野本富美子会員   ７日 植松 省自会員 

１２日 中沢 治久会員   ２９日 花澤   衛会員 

結婚記念日祝い 

 ３日 向後 保雄会員    ５日 吉田 裕成会員 

２１日 小林   透会員   ２５日 鮫島 永一会員 

２７日 今関 眞人会員 

 

■ ニコニコボックス報告                  

☆植松 省自会員 

五十嵐さん、本日の卓話、宜しくお願い申し上げます。

千葉北ＲＣの和田さん、神長さん、敬愛大学少林寺拳法

部の中村智美さん、ようこそいらっしゃいました。 

五十嵐さんのパフォーマンスをお楽しみ下さい！ 

 

 

  

 

 
 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場  オークラ千葉ホテル 

会 長 榊原 行夫       幹 事 小林 透           雑誌会報委員長 瀨谷 研一 

事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 525,000 円 

金の箱   360 円 累計 23,648 円 



■ 出席報告 (会員数３９名)                      

 

出席者数３０ 欠席者数 ９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ３  修正出席率 １００％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

★ 本日の卓話 ★ 

 

演 題…『生涯空手 拳の道』 

卓話者… 五十嵐 博章会員 

 

本日は、「生涯空手 拳の道」という

題でお話しさせて戴きます。私が所属

致しております会は、拳の道と書いて

「拳道会」といいます。では、拳道会と

はどういう会であるかをここにご説明致します。 

拳道とは、古今の名人大先哲が創始した全ての技の流れ

を、総師中村日出夫先生が総括統合し発展させた正当空手

道であり、その神髄を活人拳に求めています。拳を通じて精

神の鍛練と、技術の鍛練を行い、拳の心を修得することこそ

が空手の本質であるという会であります。  

拳道会は拳の道一筋に生きること８０余年、武道の真髄を

体得された中村日出夫先生の精神と技術を継承し発展させ

る為に発足した団体であります。又、拳道会は世界に向けて

開かれた自主的な気概ある武道団体であり、未来を担う青少

年の健全な育成と活力有る社会創りに寄与することを目的と

しております。私が受けた薫陶で一番大事にしているものが

あります。『拳に心が宿る時、それは鉄拳になり、心に拳が宿

る時、それは誠になる。鉄拳は岩も砕き、誠は人の心を動か

す。』ひたすら鉄拳を作り上げる為に、修錬しその過程に於い

て心に拳を宿す境地に辿り着く。私はこれを常に心掛け、生

涯空手、武の道、拳の道に最近入りかけた様な気が致します。

本日は、普段どの様な稽古をしているかということを皆様方に

紹介するために、拳道会並びに中村日出夫先生について収

録されたテレビ番組のビデオを見ながら、私自身による簡単

な小演武をご覧いただこうと思います。尚、演武につきまして

は良く勘違いされる事ですが、決して単なるデモストレーショ

ンではなく、今こうして皆様方の前でお話しさせいただい  

ている事もそうですが、これもあくまで修業の一つを皆様方に

見て戴くというスタンスですので宜しくお願い致します。 

≪ビデオ映像≫ 

タレントの南原清隆さんによる、この会の発足の説明より始

まります。中村日出夫先生は、６歳から空手を始められ

鍛練しておりましたが、４０年位前にそれまでの空手その

他、それに関連する武道を習得するうちにそれらを纏め

て拳の道と称し修業していましたところ、その周りに多く

の弟子たちが集まり練習する様になり、それが自然発生

的に拳道会となって今日に至っているとのことです。紹

介の後、会員による演武として足蹴りによる厚さ１０セン

チのブロック割、又、瓦を１０枚重ねての手刀による垂直

割、続いて直径２０センチ、１トンの水圧に耐えるという土

管を足蹴りで割るという演武がありました。 

これらの演武が終わり、いよいよ当会の創立者であり

総師の中村日出夫様が会場に現れました。総師は力道

山に空手チョップを教えてプロレス界で彼が活躍するき

っかけを作ったとのことで、実際その手を南原さんが触っ

てみて、その拳の硬さに驚いていました。その手刀で拍

子木を切る演武をやって貰いました。終わってその拍子

木が金属か何かで切った様な見事な切り口に２度ビック

リしていました。それから総師と南原さんの模擬乱取りと

なりましたが、南原さんを赤ん坊の手を捻る様に、大の

男が軽くあしらわれている様を見て８２歳の歳を感じさせ

ないほどの凄さでした。 

最後に五十嵐会員の演武でブロックの足蹴り割と、手

刀による瓦１０枚重ね縦割の演武が行われました。五十

嵐会員の拳道に対する真摯な迫力ある演技に、かねて

からの彼の精進と日本の武術が単なる技だけのもので

はなく、深い精神性を兼ね備えているのだという事を今

日の卓話を通して理解出来たのではないでしょうか。 

（文責 鮫島 永一会員） 

 

第２３０６回例会 

日時⇒  平成２３年３月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『人心をＩ・Ｔが仲介する時代』 

卓話者⇒ エッセイスト  酒井 登志生様 

第２３０７回例会 

日時⇒  平成２３年３月２５日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『わが心のサバンナ』 

  卓話者⇒ 斎藤 晴朗様（元会員） 

千葉ＲＣ 月 4/4 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/29・4/12 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 4/20 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 3/30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 3/31・4/14 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 3/31・4/14 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


