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例会

平成29年3月15日
◎司会：中山康徳 SAA

市川 富夫

会長
●

・地区研修協議会開催の案内

しているという事実、それはそれなりに他国からの侵略の脅

4/23( 日 )10：00 ～ 16：30 駿河台大学飯能キャンパス

威に対しての抑止力になるという見方もあり、日本が軍備を

（次年度部門別委員長）小川会長エレクトより説明

持つよりはいいかなとも思います。先日も北朝鮮が一度に４
も言っておりました。一方横田基地の方がおっしゃっており

・次年度地区予算・地区分担金 ( 案 )

●

委嘱状 ( クラブとカウンセラー新井会員 )

納であり、横田に総司令部が有るという事です。４発で４基

・オリエンテーションの案内

地、単なる偶然でしょうか。基地内の施設でテレビ局とラヂ

4/2( 日 )13：00 ～国立女性教育会館（カウンセラー）

オのＡＦＮの実際に放送しているスタヂオの中に入れてもら

・ハイライトよねやま

いましたが大変和気あいあいとした、まるで軍人を感じさせ
話は変わりますが、前嶋ガバナーから日本のロータリーが誕
生してから 2020 年で丁度 100 周年を迎えることになり、
運営協力金の要請が有りました。今後の協力金につきまして

204 号発行

●

3/26（日）11：00 ～ 15：00

●

●

熊谷さくらマラソン大会会長より

・第 27 回熊谷さくらマラソン大会開催について
3/19( 日 ) 熊谷運動公園陸上競技場

しても心から期待し健康に十分注意されて頑張っていただき
●

簡単ですが以上会長の時間の話とさせていただきます。

熊谷市体育協会より

荒川公園

・スポーツ熊谷 177 号

さらに上を目指しての、お勤めに励まれるという事で我々と
たいと思っているところであります。

熊谷市国際交流会より

・会費のお礼状及び国際交流フェスタの案内

る卓話です。
石田さんは龍淵寺の御住職で４月から本山の永平寺の方で、

湯本 G 補佐より

会長幹事会、収支報告

●

は、次年度は要請せず具体的な記念行事等が発表された後に
改めてお願いするとのことです。本日の例会は石田会員によ

米山記念奨学会より

・奨学生の世話依頼について

ましたが在日米軍基地で重要なのは三沢・横田・岩国・嘉手

ない雰囲気にはさすがアメリカ人だなと感じました。

地区事務所より

4/15( 土 )10：30 ～紫雲閣（クラブより 1 名出席）

て大変ご苦労様でした。広大な基地を提供して、米軍が駐留

発の弾道ミサイルを発射し日本にある米軍の基地を狙ったと

幹事

・地区立法案検討委員会（地区決議会）開催の案内

先日は米軍横田基地訪問での移動例会にご参加いただきまし

埼玉県緑化推進委員会

上田清会長より

8：25 開会

［29 年度緑の募金運動］実施要項（緑の羽根・ポスター）
●

〈本日 3/29 のプログラム〉
夕刻例会（熊谷南 RC と合同例会）
卓話 熊谷市長 富岡清氏

◎点鐘：石井典男会長

幹事報告

会長の時間
石井 典男

18時30分

第 51 回熊谷市美術展の案内
4/5 ～ 4/9

●

熊谷市立体育館にて

2017 年ロータリー国際大会アトランタの案内
会員向けツアーの案内（パンフレット）
例会日

出席

欠席

MU

出席率

3.15

19

11

0

63.33%
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ニコニコ BOX
安藤 久乃

ニコニコ BOX

本日

累計

3.15

￥24,000

￥573,000

委員

石田会員

石井 会長・武藤 副会長・市川 幹事

今日は、石田純道会員卓話宜しくお願い致します。

卓話

「 永平寺について 」

クラブにて永平寺に行きましたときの感激、館主の卓話・残
雪景色・広い階段・真っ赤になった修行僧の足・大きい永平
寺思い出します。クラブ会員となり今思えば短くもあり・長
くもあり。体に気を付けて。修行が解けましたら熊谷東クラ
ブ歓迎致します。
清水利夫 会員

石田純道さんの卓話、楽しみにしていました。よろしくお願
いします。
野中弘之 会員
石田さんの話はしばらく聞けなくなるようなので、今日の卓
話は特別な期待を持って聞かせてもらいます。

草薙友光子 会員
本日は北部読売会役員旅行の為、欠席して申し訳ございませ
ん。しばらくお会いできなくなる石田純道さんの卓話をお聞
きすることが出来なくて残念です。
山口県大谷山荘より耳を傾けていたいと思います。
細川末廣 会員
春は別れと出会いの時期と言います。石田さんには新しい世
界でご活躍を期待いたします。
高橋勤二 会員
石田様、本日は卓話宜しくお願いします。また、熊谷に戻っ
てきたときも、お付き合いおねがいします。
石井典男 会長
本日は、石田純道会員による卓話です。4 月からの永平寺で
の「お勤め」頑張って下さい。健康にはくれぐれもお気をつ
けて下さい。
小川 智 会員

大本山永平寺
曹洞宗開祖

道元禅師

･ 組織図
住職（禅師）現在 79 世―六知事―役寮―大衆（ﾀﾞｲｼｭｳ）
（ﾛｸﾁｼﾞ）
（ﾂｳｽ）（ｶﾝｽ）（ﾌｳｽ）（ｲﾉｳ）（ﾃﾝｿﾞ）（ｼｯｽｲ）
【六知事】
都寺 監寺 副寺 維那 典座 直歳
･永平寺の一日
3時半振鈴（ｼﾝﾚｲ）起床⇒洗面⇒座禅 40分
⇒ 5時朝課（朝の勤経）40分～ 2時間半⇒少食（ｼｮｳｼﾞｷ）

石田さんの話を大変楽しみにしていました。宜しくお願いし
ます。さて、国際ロータリー第 2660 地区創立昭和 32 年、
大阪で 4 番目にできた大阪西 RC、有名な会員をご紹介しま
す。森友学園の籠池さんです。同じロータリアンでした。
ご存じでしたか？
岩崎孝男 会員・藤澤貞彦 会員
石田純道会員の卓話楽しみにしています。永平寺は身体に気
を付けて下さい
井桁憲治 会員
先日は横田ベース見学とても Good でした。藤澤委員長あ

⇒回廊掃除⇒ 8時 50分⇒作務⇒ 11時日中諷経
⇒中食（ﾁｭｳｼﾞｷ）⇒ 1時 50分作務⇒ 5時晩課
⇒薬石（ﾔｸｾｷ）夕食⇒ 6時 50分座禅⇒ 2時間
⇒ 9時開枕（ｶｲﾁﾝ）就寝
石田氏よりのコメントです。
ご家族で、永平寺にお越しの際は、ぜひ遊びに来てください。
お待ちしております。
その節は、私がご案内いたします。

りがとうございました。石田純道さん、卓話楽しみにして参
りました。よろしくお願い致します。
中山康徳 会員
本日の石田純道会員の会員卓話楽しみに参りました。永平寺
に行かれても当クラブを忘れずに又戻って来て下さい。
石田純道 会員

本日は私の拙い卓話をお聞き下さり、誠にありがとうござい
ます。
安藤久乃 会員
今日は石田純道会員の卓話、楽しみにしておりました。よろ
しくお願い致します。
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〈次回 4/5 のご案内〉
理事会報告
クラブフォーラム（親睦旅行等）
会員・パートナー誕生祝

