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２０１６-１７年度 

第２５５５回 
平成２８年９月２日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

◆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                 

◇米山奨学生  シェルパ・チリンさん 

◆会長報告                   

本日は、９月度理事・委員長会議が開催されましたの

で報告させていただきます。 

１．ガバナー補佐主催「第３分区Ｂ合同ロータリー研修会」

について 

１０月２１日（金） 点鐘 13：00  

主催はあくまで地区になりますが、ホストクラブとして

対応いたします。当日は全員登録になります。１２時より

食事をしていただき、１２時半頃よりお出迎えを行います。 

研修会にはなるべく多くの会員が参加していただけます

ようにお願いします。終了後は、簡単なティーパーティー

（懇親会）を行います。時間の許す方は最後までご参加

をお願いします。終了は１７時頃を予定しています。 

２．ガバナー補佐主催「第３分区Ｂ合同ゴルフ大会」につ

いて 

１１月１１日（金） 集合 07：30 

当日はホストクラブとして、参加者のおもてなしを行い

ます。もちろん、ゴルフをされる方はプレーもお楽しみく

ださい。全員登録ですが、例会は行いません。役割はス

タート前と終了後になります。朝 7 時半集合 夕方 15 時

集合のいずれかになります。ご協力をお願いします。 

尚、当クラブの皆様はブルゾンの着用をお願いしま

す。 

 

 

３．Ｒ財団１００周年記念シンポジウムへの協力金につい

て 

ガバナー、地区財団委員長より会員一人当たり250円

の協力要請が来ております。集金はせず、クラブよりまと

めて振り込みを行います。 

４．地区大会信任状について 

９月２４日（土）、２５日（日）に開催される地区大会にお

ける選挙人選出が来ており、当クラブは会長、幹事の 2

名を例年通り選定させていただきました。 

５．会計報告 

クラブ運営資金会計報告と第１４回国際里山の集い

会計報告があり、両方とも承認されました。 

６．その他 

◇社会奉仕委員会より、ひかり学園への訪問提案があ

りました。９月～１０月の間で訪問することとしました。希

望者は酒井委員長にお伝えください。 

◇当クラブの広報として、フェイスブックを開設する検

討に入ることを IT 広報委員会より報告がありました 

 

◆委員会報告                  

◇米山功労者感謝状伝達 

・第９回米山功労者 竹尾 白会員 

・第２回米山功労者 鈴木 美津江会員 

◇社会奉仕委員会より （酒井秀大委員長） 

 ひかり学園の件ですが、会長、幹事、私との３名でひか

り学園を訪問したいと思っております。 

９月下旬または１０月上旬を予定しておりますが、ひか

り学園の中にどのような施設があるか説明を聞いたりす

る等、いい機会になると思いますので、会員の皆様で是

非参加できる方は日程調整をさせていただきますので、

お知らせください。 

また、ひかり学園で使用する古着や家具など不要なも

のをお願いしておりますが、集めるタイミングを検討中で

す。大塚会員が運送業なので運搬についてご協力いた

だける話も出ています。システムが決まったら正式にお

伝えします。 

◆幹事報告                   

◇千葉氏サミット冊子の１５ページに当クラブの広告がご

ざいますので、ご確認ください。 



◇富津中央 RC の創立５０周年式典開催について、ご出

席希望の方は、幹事または事務局までお知らせくださ

い。 

日 時  ２０１６年１１月１２日（土） 点鐘１１：００ 

会 場  オークラアカデミアパークホテル 

登録料  １２，０００円 

◇「第３分区Ｂ合同ロータリー研修会」開催のご案内 

  日時 平成２８年１０月２１日（金） 点鐘１３：３０ 

  会場 オークラ千葉ホテル 

◇「第３分区Ｂ合同ゴルフ大会」開催のご案内 

  日時 平成２８年１１月１１日（金）  集合０７：３０ 

  場所 キングフィールズゴルフクラブ 

 

◆９月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い           

≪誕生日祝い≫ 

 瀧川 誠会員  鈴木美津江会員    

酒井秀大会員  太田和夫会員 

≪結婚記念日≫     

斎藤昌雄会員 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪小林 透会長、廻 辰一郎幹事≫ 

朝晩やっと凌ぎやすくなりました。 

活動計画書が出来上がりました。 

皆さんよく読み込んでいただきますようよろしくお願いい

たします。 

五十嵐さん、本日の卓話、男らしさをたっぷり見せてくだ

さい。 

 

 

 

 

◆出席報告 (会員数５１名)                   

 

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。 

  

 

 

 

 

演 題⇒「武道と礼 拳道修業について」 

  卓話者⇒ 五十嵐 博章会員 

       
みなさん、こんにちは。 

私が空手の道着を着て皆

様の前でお話をするのは、約

５年ぶりで２回目となるわけで

すが、この５年の間に千葉南

クラブのメンバーもかなりの会

員増強がなされ、５年前とは

顔ぶれがだいぶ変わってきて

おりますので、本日は会員卓話という事で改めて私の話

をするならばこのスタイルが一番良いのではないかと思

い、また来月の１０月２日の日曜日には、千葉中央公園

にて当クラブにも卓話のゲストスピーカーでお越しいた

だいた、ブロレスラーの大谷晋次郎率いるプロレスリング

ゼロ１による「いじめ撲滅」プロレスチャリティーマッチが

開催される中で、当日私と私の道場生の子供たちが空

手演武を行いますのでその PR も兼ねてこのような格好

でお話をさせていただくこととなりました。 

２回目の方にはもう飽きたとお思いになる方もいらっし

ゃるかと思いますが、前回とは違う演武を考えております

し、また話の内容も変えてお話ししようと思いますのでご

容赦願えればと思います。 

 

それでは、「武道と礼」についてお話をさせていただき

ます。 

武道といえばよく言われる言葉があります。「武道は礼

に始まり礼に終わる」とよく言います。皆様も耳にしたこと

はあるかと思います。 

では、「礼」とは何ぞやといえば、儒教の孔子までさか

のぼることとなります。 

孔子曰く、人の道には「仁」と「礼」があります。 

「仁」とは、ありがとうと感謝する心や尊敬の念、また自分

のわがままを抑える心をさします。「礼」とは、仁を形に表

すこと、実際にありがとうと伝えたり、自分から積極的に

「仁」を行動に移すことです。また、「仁」と「礼」どちらか

だけでは意味がないとも孔子は伝えています。 

すなわち武道が「礼にはじまり礼に終わる」ということは、

まず「仁」の心を持つことから始まるのです。そして「仁」

を感じるところから始まるのです。 

この「仁」を子供たちに指導していく中で、子供たちに

わかりやすいように伝えていく為に、私は少年拳士心得

として１１の項目を挙げて明文化しております。 

 

１． 人を敬う敬愛の心 

２． ありがとうの感謝の心 

３． お願いしますの謙虚な心 

４． ごめんなさいの反省の心 

５． 耐えてしのぶ我慢の心 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 100,000 円

金の箱 200 円 累計 4,414 円

出席者数 

３５名 

欠席者数 

１６名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

８/１９ 修正出席率  

７２．５５ ％ 

千葉ＲＣ 月 9/26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 9/20 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 9/20・9/27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 9/14・9/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 9/21 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/15 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



６． こつこつ励む努力の心 

７． 整理整頓する清潔な心 

８． 約束を守る信義の心 

９． 人を気遣う思いやりの心 

１０． 何も恐れない勇気の心 

１１． くよくよしない前向きな心 

 

以上、１１の少年拳士心得です。これを稽古の終わり

には斉唱するようにしております。 

つまり、一貫して諭すものが心の置き所、心を磨くと言

う事です。 

ただ誤解のないように付け加えるならば、空手、拳の

道と書いて拳道でいう心とは、厳しい厳しい稽古の中で

つかむもので観念的な方法で心を磨くという事とは違い

ます。武道修練を通じて磨く心、もちろんそれは社会生

活を営む人間としての心のありようという普遍的なものと

変りはありませんが。 

武道的修業を通じて、人生の中で縁あって知り合った

人たちと接する中でまた基本となる社会生活を営む上で、

自分がどのように人と相対しどう立ち振る舞うべきなのか

を考え行動することこそが礼であり、それを身に着ける手

段が武道であるといえましょう。以上が武道と礼について

の私なりの解釈をお話しいたしました。 

 拳道を学ぶ意義についてお話ししようと思います。 

社会生活の理想は平和であり、争いはあくまで避けねば

なりません。しかし現実の社会生活にはいまだ多くの争

いないし障害が伴っております。世には正義の仮面をか

ぶって心に邪悪な剣を取り、道理を無視するものが個人

間にも団体間にも国際間にも後を絶たないものです。拳

道は謹慎、謙譲、仁義の及ばざるところに最後唯一の攻

防、護身の正技が出るのです。 

現代の現実において正義を貫くためには、どんな障

害にも打ち勝つ強固な意志と気迫、臨機応変の機敏と

沈着を必要とします。これらの諸徳は死生を超えて真剣

の勝負を競う拳道修行によってもっとも良く養われます。 

拳道は以上のような意味を持つ精神鍛錬を第一の目的

としますが、さらに身体技術の鍛錬を並行目的とし、これ

らもまた社会生活上有益なものとなるわけです。 

身体強健の重要性については言うまでもありませんが、

技術の練達も前二者の目的達成を助長するばかりでな

く直接護身用として役立つのであります。また、拳道の根

本精神とされる礼の道が侵しがたい威厳と品格を与え、

相手に対する敬愛の念は、社会生活を円満にする根本

になるといえましょう。 

以上が武道と礼の相関性及び拳道修業についてお

話しさせていただきました。 
 

 
第２５５６回例会 

日 時⇒ 平成２８年９月９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 「カイロプラクティックについて」 

       ベリーベリーカイロ施術院 

        院長  吉岡 和広様 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪気合が入った 

     空手演武≫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪瓦１４枚、見事に 

たたき割りました。≫ 

 
 
                足で２本のバットを 

                        折るという大技に支える 

人たちは命がけ（？）         

 
 
 
 
 
大変な役を仰せつかり 

もう笑うしかない！！ 

 
 
 
 
真っ二つになったバット 

 
 
 
 

 

 

第２５５７回例会 

≪ガバナー補佐訪問 ／クラブ協議会≫ 

日 時⇒ 平成２８年９月１６日(金) 点鐘１２：３０ 

        

 
＜会報当番：普天間 操＞ 


