
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　16名
出席率　72.22％　　前々回訂正　83.33％　　　　
欠席者　相原，福元，日笠（常），加戸，鴨井，笠原，川本，菊井，木本，小松原，松村，岡本（和），
　　　　大饗，丹治，槌田，（渡辺）

ビ ジ タ ー　　
〈岡山RC〉 中島  義雄　様

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： ・友好親睦旅行にご参加の皆様、お疲れ様でした。友好の輪がさらに広がりますよう願っています。

・竹本副会長、本日の例会のこと、よろしくお願いいたします。
末吉会員 ： 5月20日・21日の友好交流会では、川西友好クラブ委員長、大変お世話になりました。また参加の皆

様、大変お疲れ様でございました。
岩本会員 ： ・5月13日には結婚記念日のお祝いのお花をいただきありがとうございました。

・昨日は京都朱雀RCとの合同懇親会にご参加の皆様、お疲れさまでした。
・今日は私の拙い卓話をお聞きいただきありがとうございます。

竹本会員 ： 5月20日・21日の友好クラブ親睦旅行参加の皆様お疲れ様でございました。楽しい旅を計画してくだ
さいました。友好クラブ委員長の川西さん、末吉幹事ありがとうございました。感謝致します。

氏房会員 ： 京都朱雀RCとの合同懇親会の皆様お疲れ様でした。また友好クラブ委員長川西会員、幹事の末
吉会員、大変お世話になりました。お陰で楽しい時間を過ごすことが出来ました。

山下会員 ： 土曜日、信楽の土ひねりはとても楽しかったです。友好クラブ委員長の川西さん、幹事末吉さん、お世
話になりました。

平松会員 ： 岩本一壽様には本年度ガバナー補佐として大変お忙しい中、卓話を拝聴できますこと、心から感謝
申し上げます。

樋口会員 ： 昨日は、次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナーに参加の花房会員、小松会員、お疲れさま
でした。

森本会員 ： 結婚祝いのお花が届きました。家内が大変よろこんでおります。ありがとうございました。
入江会員 ： 結婚記念日のお花ありがとうございます。1年無事に過ごすことができました。
河村会員 ： 4月・5月は例会を欠席することが多く申し訳ありません。スマイルします。また3月・4月発行の理大附属

中学校の広報チラシ2枚を、厚かましく配布させていただきました。
堀川会員 ： ここ数日とても暑くなりましたが、この暑い中、鳥取県で開催された名和マラソンでハーフマラソンに

出場してきました。最後の5km程の上り坂を死ぬ思いで走り、何とか制限時間内に完走しました。次
は岡山マラソンに出場します。しっかりと準備をしていこうと思います。

川西会員 ： 去る20日～21日の二日間京都朱雀RCと岡山北西
RCとの合同懇親会にご参加の皆様、大変ご苦
労様でした。友好委員長として最後の役目を終え
ることができ心より感謝申し上げます。
2日間の日程は　20日、滋賀県信楽の勝尾会員
の青龍洞陶房到着後、各自作陶、昼食は和久傳
の大変おいしい弁当。その後勝尾会員の茶室に
て茶のおもてなしを受け、合同懇親会場及び宿
泊地のびわ湖大津プリンスホテルに到着、その後
大変盛り上がった合同懇親会を開催致しました。21日、観光組とゴルフ組に分かれ、観光組はバスで
信楽へ移動し市内見学、その後ミホミュージアムの美術館を訪れました。一方ゴルフ組は瀬田GCで
プレイし、その後観光組と合流し京都駅で解散し帰路につきました。ゴルフは、Wペリア方式にて競技
し、誠に申し訳ないことではありますが、私（川西）が優勝してしまいました。すみません。

13件　47,000円（累計 1,259,000円）

結局人生はこの2つの言葉が指し示すところに尽きる
どうしたら満ち溢れる真理に気づき医王の目を養い、 解宝の人になることができるか。
①真剣に生きる
②恩を忘れず、 恩を返す
③ 「いまここに生きる」こと。 人生は「いまここ」しかない。 いまここに 集中する。心の焦点が定まってい
ない人には、真の気づきは得られない。
④「学ぶ」ことである
7.学則不固　　　論語
たくさん学べば学ぶほど、 人は自由になれる　進んで「変化する人」になれ　人間は慣性の動物、 人の思
考のほとんどは「いかに変化しなくてすむかを」
考える　　　（人の性）
頑固→年を取ると頑迷となり易い　「固」の人にならないように
不易流行→常に変えるべきものと変えてはいけないものを考え→学び、 努力すること （能楽師 安田 登）
人生生涯修業、 臨終定年 （松原 泰道）

京都朱雀RC・岡山北西RC　合同親睦旅行

親睦活動委員会からのお知らせ 親睦活動委員長　岡　本　浩　三
　 本年度家族親睦旅行の開催にあたりまして、 ご参加のアンケー トをお願いしたく、 
ご面倒でございますが、 5月26日㈮までに、 ご記入ご返信をお願い申し上げます。ご不
明な点がございます場合は、 親睦活動委員長 岡本浩三・幹事 末吉まで、 お問い合わせ
頂けましたら、 幸いです。

山登り同好会からのお知らせ 山登り同好会会長　岡　村　秀　男
富士登山のご案内
　この度、会員のご希望により、 前回果たせなかった富士登山を計画いたしました。富
士山および周辺の自然にふれる機会をもちながら、 親睦を深めたいと存じます。奮っ
てご参加くださいますようご案内申し上げます。
1. 日　　程　2017 年 7月15日㈯～17日（月・海の日祝日）　　　2. 概算費用　55,000 円
3. 締め切り　6月5日㈪岡山北西 RC 事務局にご返信ください。 （FAX: 224-4288）

副会長報告  会長代理 副会長　竹　本　千代子
京都朱雀RC・岡山北西RC合同親睦旅行に参加して
　京都朱雀RCさんの会員様、又奥様方の心からの歓迎に感謝いたします。勝尾青龍洞会員の陶
房では、皆、時の経つのを忘れ思い思いの作陶に熱中致しました。又、昼食に、かねてから一度戴き
たいと思っていた和久傳の和食弁当に舌づつみ。又、勝尾会員様の茶室にて、勝尾龍彦様のお手
前で、とても美味しく戴いた後、 再び土ひねりに夢中、童心に返り会員同志誉め合いながら、バスの出発時間ぎりぎりま
で楽しませて頂きました。夜の懇親会、二次会も全員参加でとても楽しく多いに盛り上がり、益々友好が深まっている事
を実感した会でした。作品が出来上がって届くのがとても楽しみです。
　次々年度は岡山北西RCが京都朱雀RCさんをお迎えする年度ですので、会員全員で歓迎したいと思います。
幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ５月６日に、藤岡会員のご息女、由子様がご結婚されましたので、副会長よりお祝いをお贈りいたします。
② 5月20日・21日、友好交流会にご参加いただいた皆様にはお疲れさまでした。 ご参加いただきあり
がとうございました。

③ ５月30日㈫、18：30より開催の「第４回IDM」につきまして、 FAXでご案内をお送りしておりますの
で、 ご出席くださいますようお願いいたします。

④ 本日の卓話の資料、 家族親睦旅行のアンケート、 富士登山のご案内、第12回理事役員会のご案内を配付しております。
⑤ 他クラブ週報を回覧いたします。
ご息女結婚祝い 

　　藤岡温会員のご息女がご結婚されました。
　　おめでとうございます。

内 部 卓 話 
「人生雑感」 岩　本　一　壽　会員
1. 便利になった世の中で人間は「サル化」している
近代システムが個の壁を厚くした 「家族」は喜びの源でもあるのに（釈 撤宗）
サルの社会は 「勝ち負けの社会」いま、 人間はそこに近づいている（山極 壽ー）
2.家族制度の解体は植福の伝統を破壊した
・子孫に対する配慮→家族団体への蓄積を大切にする制度の破壊
・税の思想→蓄積を憎む→三代以上はもたない
・財閥の解体→国家の力の弱体化　アメリカは巨大財閥が政治を動かしている
・土地の解体　戦後、 GHQは日本占領政策で日本の家を中心とした保持力の解体を図った→見事に成功
3.人生の大則（藤尾 秀昭）
・人は必ず死ぬ
・ 自分の人生は自分しか生きられない
・人生は1回限りである
花は香り　人は人柄　　では、 どうすれば自分を創ることが出来るか
① 人生に対して覚悟を決めること ③ 誠実であれ
② 傲慢になるな（謙虚で、 敬い、 慎む） ④ 久（苦しむとも久しく続ける）
「父母もその父母もわが身なり、 われを愛せよ、 我を敬せよ」二宮 尊徳
4. 仕事の結果は能力×素質×考え方の方向
人は1人では生きていけない。 人を大切にし、 人間関係をよくすること。自分の弱みは人の弱みである。 
つけ込むのではなく、 「カバー」する心を持つこと  （稲盛 和夫）

5. 大人の幸福論
人の本能　　生きたい、知りたい、仲間になりたい → 世の中に貢献しつつ安定して生きたい
6. いまをどう生きるか
『心ここに在らざれば視れども見えず、 聴けども聞こえず、 食らえどもその味を知らず』 （大学）
『医王の目には途に触れて皆薬なり 解宝の人は鉱石を宝と見る』（弘法大師空海）
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サルの社会は 「勝ち負けの社会」いま、 人間はそこに近づいている（山極 壽ー）
2.家族制度の解体は植福の伝統を破壊した
・子孫に対する配慮→家族団体への蓄積を大切にする制度の破壊
・税の思想→蓄積を憎む→三代以上はもたない
・財閥の解体→国家の力の弱体化　アメリカは巨大財閥が政治を動かしている
・土地の解体　戦後、 GHQは日本占領政策で日本の家を中心とした保持力の解体を図った→見事に成功
3.人生の大則（藤尾 秀昭）
・人は必ず死ぬ
・ 自分の人生は自分しか生きられない
・人生は1回限りである
花は香り　人は人柄　　では、 どうすれば自分を創ることが出来るか
① 人生に対して覚悟を決めること ③ 誠実であれ
② 傲慢になるな（謙虚で、 敬い、 慎む） ④ 久（苦しむとも久しく続ける）
「父母もその父母もわが身なり、 われを愛せよ、 我を敬せよ」二宮 尊徳
4. 仕事の結果は能力×素質×考え方の方向
人は1人では生きていけない。 人を大切にし、 人間関係をよくすること。自分の弱みは人の弱みである。 
つけ込むのではなく、 「カバー」する心を持つこと  （稲盛 和夫）
5. 大人の幸福論
人の本能　　生きたい、知りたい、仲間になりたい → 世の中に貢献しつつ安定して生きたい
6. いまをどう生きるか
『心ここに在らざれば視れども見えず、 聴けども聞こえず、 食らえどもその味を知らず』 （大学）
『医王の目には途に触れて皆薬なり 解宝の人は鉱石を宝と見る』（弘法大師空海）

－２－

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム



出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　16名
出席率　72.22％　　前々回訂正　83.33％　　　　
欠席者　相原，福元，日笠（常），加戸，鴨井，笠原，川本，菊井，木本，小松原，松村，岡本（和），
　　　　大饗，丹治，槌田，（渡辺）

ビ ジ タ ー　　
〈岡山RC〉 中島  義雄　様

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： ・友好親睦旅行にご参加の皆様、お疲れ様でした。友好の輪がさらに広がりますよう願っています。

・竹本副会長、本日の例会のこと、よろしくお願いいたします。
末吉会員 ： 5月20日・21日の友好交流会では、川西友好クラブ委員長、大変お世話になりました。また参加の皆

様、大変お疲れ様でございました。
岩本会員 ： ・5月13日には結婚記念日のお祝いのお花をいただきありがとうございました。

・昨日は京都朱雀RCとの合同懇親会にご参加の皆様、お疲れさまでした。
・今日は私の拙い卓話をお聞きいただきありがとうございます。

竹本会員 ： 5月20日・21日の友好クラブ親睦旅行参加の皆様お疲れ様でございました。楽しい旅を計画してくだ
さいました。友好クラブ委員長の川西さん、末吉幹事ありがとうございました。感謝致します。

氏房会員 ： 京都朱雀RCとの合同懇親会の皆様お疲れ様でした。また友好クラブ委員長川西会員、幹事の末
吉会員、大変お世話になりました。お陰で楽しい時間を過ごすことが出来ました。

山下会員 ： 土曜日、信楽の土ひねりはとても楽しかったです。友好クラブ委員長の川西さん、幹事末吉さん、お世
話になりました。

平松会員 ： 岩本一壽様には本年度ガバナー補佐として大変お忙しい中、卓話を拝聴できますこと、心から感謝
申し上げます。

樋口会員 ： 昨日は、次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナーに参加の花房会員、小松会員、お疲れさま
でした。

森本会員 ： 結婚祝いのお花が届きました。家内が大変よろこんでおります。ありがとうございました。
入江会員 ： 結婚記念日のお花ありがとうございます。1年無事に過ごすことができました。
河村会員 ： 4月・5月は例会を欠席することが多く申し訳ありません。スマイルします。また3月・4月発行の理大附属

中学校の広報チラシ2枚を、厚かましく配布させていただきました。
堀川会員 ： ここ数日とても暑くなりましたが、この暑い中、鳥取県で開催された名和マラソンでハーフマラソンに

出場してきました。最後の5km程の上り坂を死ぬ思いで走り、何とか制限時間内に完走しました。次
は岡山マラソンに出場します。しっかりと準備をしていこうと思います。

川西会員 ： 去る20日～21日の二日間京都朱雀RCと岡山北西
RCとの合同懇親会にご参加の皆様、大変ご苦
労様でした。友好委員長として最後の役目を終え
ることができ心より感謝申し上げます。
2日間の日程は　20日、滋賀県信楽の勝尾会員
の青龍洞陶房到着後、各自作陶、昼食は和久傳
の大変おいしい弁当。その後勝尾会員の茶室に
て茶のおもてなしを受け、合同懇親会場及び宿
泊地のびわ湖大津プリンスホテルに到着、その後
大変盛り上がった合同懇親会を開催致しました。21日、観光組とゴルフ組に分かれ、観光組はバスで
信楽へ移動し市内見学、その後ミホミュージアムの美術館を訪れました。一方ゴルフ組は瀬田GCで
プレイし、その後観光組と合流し京都駅で解散し帰路につきました。ゴルフは、Wペリア方式にて競技
し、誠に申し訳ないことではありますが、私（川西）が優勝してしまいました。すみません。

13件　47,000円（累計 1,259,000円）

結局人生はこの2つの言葉が指し示すところに尽きる
どうしたら満ち溢れる真理に気づき医王の目を養い、 解宝の人になることができるか。
①真剣に生きる
②恩を忘れず、 恩を返す
③ 「いまここに生きる」こと。 人生は「いまここ」しかない。 いまここに 集中する。心の焦点が定まってい
ない人には、真の気づきは得られない。
④「学ぶ」ことである
7.学則不固　　　論語
たくさん学べば学ぶほど、 人は自由になれる　進んで「変化する人」になれ　人間は慣性の動物、 人の思
考のほとんどは「いかに変化しなくてすむかを」
考える　　　（人の性）
頑固→年を取ると頑迷となり易い　「固」の人にならないように
不易流行→常に変えるべきものと変えてはいけないものを考え→学び、 努力すること （能楽師 安田 登）
人生生涯修業、 臨終定年 （松原 泰道）

京都朱雀RC・岡山北西RC　合同親睦旅行

親睦活動委員会からのお知らせ 親睦活動委員長　岡　本　浩　三
　 本年度家族親睦旅行の開催にあたりまして、 ご参加のアンケー トをお願いしたく、 
ご面倒でございますが、 5月26日㈮までに、 ご記入ご返信をお願い申し上げます。ご不
明な点がございます場合は、 親睦活動委員長 岡本浩三・幹事 末吉まで、 お問い合わせ
頂けましたら、 幸いです。

山登り同好会からのお知らせ 山登り同好会会長　岡　村　秀　男
富士登山のご案内
　この度、会員のご希望により、 前回果たせなかった富士登山を計画いたしました。富
士山および周辺の自然にふれる機会をもちながら、 親睦を深めたいと存じます。奮っ
てご参加くださいますようご案内申し上げます。
1. 日　　程　2017 年 7月15日㈯～17日（月・海の日祝日）　　　2. 概算費用　55,000 円
3. 締め切り　6月5日㈪岡山北西 RC 事務局にご返信ください。 （FAX: 224-4288）

副会長報告  会長代理 副会長　竹　本　千代子
京都朱雀RC・岡山北西RC合同親睦旅行に参加して
　京都朱雀RCさんの会員様、又奥様方の心からの歓迎に感謝いたします。勝尾青龍洞会員の陶
房では、皆、時の経つのを忘れ思い思いの作陶に熱中致しました。又、昼食に、かねてから一度戴き
たいと思っていた和久傳の和食弁当に舌づつみ。又、勝尾会員様の茶室にて、勝尾龍彦様のお手
前で、とても美味しく戴いた後、 再び土ひねりに夢中、童心に返り会員同志誉め合いながら、バスの出発時間ぎりぎりま
で楽しませて頂きました。夜の懇親会、二次会も全員参加でとても楽しく多いに盛り上がり、益々友好が深まっている事
を実感した会でした。作品が出来上がって届くのがとても楽しみです。
　次々年度は岡山北西RCが京都朱雀RCさんをお迎えする年度ですので、会員全員で歓迎したいと思います。
幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ５月６日に、藤岡会員のご息女、由子様がご結婚されましたので、副会長よりお祝いをお贈りいたします。
② 5月20日・21日、友好交流会にご参加いただいた皆様にはお疲れさまでした。 ご参加いただきあり
がとうございました。

③ ５月30日㈫、18：30より開催の「第４回IDM」につきまして、 FAXでご案内をお送りしておりますの
で、 ご出席くださいますようお願いいたします。

④ 本日の卓話の資料、 家族親睦旅行のアンケート、 富士登山のご案内、第12回理事役員会のご案内を配付しております。
⑤ 他クラブ週報を回覧いたします。
ご息女結婚祝い 

　　藤岡温会員のご息女がご結婚されました。
　　おめでとうございます。
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本日のメニュー（５月29日）　
かぼちゃのスープ　　牛フィレ肉の網焼き コンフィにした葱のクーリ　　トマトとオニオンのサラダ 黒酢ドレッシング
デザート　　　コーヒー　　　パンとバター

次回のメニュー（６月５日）　
（長手箱）黄角鉢　あおさ海苔豆腐　蓴菜　振り柚子　美味出し
手毬小皿　淡路産玉葱の薩摩平天炙り　檸檬 造り　二種盛り　妻一式　県産昔醤油
炊　合　　揚げ目張の餡掛け　白髪葱　赤卸し 御飯　白御飯（岡山県産こしひかり）
赤出汁　　蜆の味噌仕立て　刻み葱 香物　三種

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

例会情報例会情報例会情報例会情報

会員の作品 お茶室にて 会長挨拶

二次会 二次会にて自己紹介 みちくさ料理 尾花にて昼食


