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第 2728 例会

松波 登 会長

日時：9 月 2 日（金） 14：00 ～ 16：10
場所：神奈川県立音楽堂
※会長として出席してまいります。

スマイル体操

茂木 常夫 親睦副委員長

幹事報告

司会と斉唱

野口 隆一 会場監督
山川 哲史 ソングリーダー
「それでこそロータリー」

点

鐘

お客様紹介

平成 28 年 8 月 24 日（水）

朝山 浩 親睦委員

ゲストスピーカー
参議院議員 松沢 成文 様
萩原 ひとみ 様（川崎中 RC）

出席報告
会員数 58 名

入来 武久 出席委員
出席 39 名

欠席 19 名

（対象外 4 名）
前々回訂正

出席率 72.22%
欠席 20 名

MAKE UP 4 名

（対象外 4 名）
欠席者
花田君
貝田君
峯岸君
重田君

濱田君
上山君
松尾君
佐久間君

訂正出席率 77.78%
石井君
小林（美）君
松下君
色摩君

生垣君
宮崎君
三平君
塩田君

小林（政）君
溝淵君
柾木君

協賛金の贈呈
川 崎 中 RC と 当 ク ラ ブ よ り
「かわさき鈴虫祭り」協賛金
をお渡ししました。

大塚 正一 幹事

1. 地区からの来信
•• 2016 学年度米山カウンセラー研修会開催のご案内
日時：9 月 15 日（木） 15：00 ～ 17：00
場所：メモワールプラザソシア 21
出席依頼：相良カウンセラー
•• 地区大会記念「熊本地震・東日本大震災チャリティ
会員・家族ディナーパーティ」のご案内
日時：10 月 5 日（水） 18：00 開宴
場所：横浜ロイヤルパークホテル 宴会棟 3F「鳳翔」
•• 地区大会記念「ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会」
開催のご案内
日時：10 月 18 日（火） 8：00 スタート
場所：よみうりゴルフ倶楽部
2. 横浜東 RAC より、例会のご案内
日時：9 月 6 日（火） 20：00 ～ 21：30
場所：ホテルキャメロットジャパン
内容：専門知識開発委員会
「アカペラの良さを知ろう」
3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎宮前 RC
10 月 18 日⇒ 16 日（日） 移動例会
宮前区民祭バザー出店
4. 次週 8 月 31 日（水）は、青少年奉仕委員会担当の
夜間例会です。

委員会報告
谷口 一成 社会奉仕委員長
会長報告

松波 登 会長

1. R 財団 100 周年記念シンポジウム開催のご案内
日時：11 月 27 日（日）13：30 ～ 16：30
場所：東京 JP タワー・KITTE ビル 4F
2. 神奈川県防犯協会連合会ならびに神奈川県警察本部
より、「第 47 回 地域安全県民のつどい」にて、川
崎北 RC を防犯功労団体として表彰とのご連絡が届
いております。

•• 第 35 回かわさき鈴虫祭り開催
日時：8 月 28 日（日） 14：00
場所：まんが寺（常楽寺）

横山 芳春 青少年奉仕委員長・前々年度幹事
•• 夜間例会（青少年奉仕委員会担当）
日時：8 月 31 日（水） 18：00
•• 第 1 回松波会長杯兼柳澤会長杯取り切り戦
日時：9 月 14 日（水）

山川 哲史 親睦委員長

•• 親睦移動例会のお知らせ
日時：9 月 14 日（水） 点鐘 18：00
場所：エクシブ箱根離宮

卓話
松波会長より卓話者紹介

松沢成文さんをご紹介いたします。神奈川県知事の後、
参議院議員として活躍しておられます。県知事時代に
日産自動車本社をみなとみらいに呼び、トヨタが開発
していない電気自動車の開発を勧めました。私が電気
三輪自動車エレクトライクの開発を東海大学と始めた
のもその頃でした。
試作車を展示した会場に、松沢さんはテレビ神奈川を
連れていらして、初めてテレビニュースとして扱われ
るきっかけとなりました。また、文筆家としても沢山
の著書があります。本日は最新著書の『教養として知っ
ておきたい二宮尊徳』についてお話いただきます。

ゲストスピーカー
参議院議員 松沢 成文 様
『教養として知っておきたい二宮尊徳』

3 つめの「分度」とは、自分の置かれた状況や立場をわ
きまえ、それにふさわしい生活をおくることです。
最後に「推譲」とは、余剰を他人や社会のために譲る
ことです。
二宮尊徳は、自分の長い実践活動のなかで、この 4 つ
の徳目をしっかり守れれば、個人・家庭の家計も、農村
や藩の財政もしっかり回っていくはずだと説きました。
二宮尊徳は「積小為大」
「天道人道論」
「道徳経済一元論」
「一円融合」など、いろいろな哲学・思想を生み出して
います。

受け継がれていく報徳思想

福沢諭吉と二宮尊徳には接点がないように思いますが、
福沢諭吉は二宮尊徳の高弟である福住正兄と知り合い
でした。この福住正兄から二宮尊徳の話が伝わっていた
のではと私は考えます。そう思えてしかたがないほど、
福沢諭吉の思想哲学は報徳思想と共通点が多いのです。
日本の近代化や経済発展を切り開いた実業家・経営者の
中には報徳思想に大きな影響を受けた人が多くいます。
渋沢栄一、安田善次郎、御木本幸吉も信奉者です。
報徳思想には、現在の日本を再生させるエッセンスが
含まれていると思います。報徳思想を多くの皆さんに、
次の世代に伝えるため、この本を書きました。本日は
ありがとうございました。
（詳しくは配布しました著書『教養として知っておきた
い二宮尊徳』をご覧ください。）

ニコニコリポート

波木井 輝昭 副会場監督

萩原 ひとみ 様（川崎中 RC）

いつも皆様には大変お世話になっております。本日はどう
ぞよろしくお願いいたします。

農村改革者

二宮尊徳

本日は私の二宮尊徳論をお話させていただきます。皆さ
んも二宮尊徳（金次郎）の名前を聞いたことはあると思
います。では、二宮尊徳が具体的に何を行ったのかご
存知でしょうか。私は神奈川県知事になるまではよく
知りませんでした。知事になり、二宮尊徳に関する色々
な情報を得ました。そして 600 もの町・村・藩の財政
を立て直した農村改革者であったことを知りました。

二宮尊徳の改革手法とは

二宮尊徳の改革手法とは「報徳思想」、「報徳仕法」と
呼ばれています。簡単に説明させてもらうと「至誠」
「勤
労（勤勉）」「分度」「推譲」の 4 つの徳目があります。
「至誠」とはまごころを持って仕事に打ち込むことです。
二宮尊徳の「至誠」とは心構えだけでなく、「実行」を
重視しました。学んだら、行動して社会に役立てなさ
いと説きました。
次に「勤労」ですが、積極的に、前向き・合理的に楽
しく働き、知恵を使って生産性を上げて豊かになろう
と説きました。

松波 登 会長、大塚 正一 幹事

松沢議員、本日はようこそ！卓話楽しみにしておりました。

岡本 徳彌 君

松沢参議院議員さんを心から歓迎申し上げます。ご講話を
楽しみにしております。

武田 信平 君

先週 20 日、
J リーグ第 2 ステージ第 9 節が行われ、
フロンター
レは浦和レッズとアウェイでの戦い。1 位、2 位対決の重要
な一戦。前半フロンターレが先制、その後追いつかれました
が、後半 2 点目を上げ勝利。押され気味の苦しい試合でした
が、接戦をものにすることができました。この結果、第 2 ス
テージは同じ勝点ですが、得失点差で首位を奪還。年間順位
は 1 位をキープしています。次節 27 日は、ホームで柏との
戦いです。みなさんの応援をよろしくお願いいたします。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、洪 征治 君

松沢 成文 様の卓話を楽しみにしております。川崎中 RC 萩
原 ひとみ 様、すず虫の賛助金をありがとうございます。

横山 芳春 君、朝山 浩 君、山川 哲史 君、茂木 常夫 君、
藁科 義弘 君、齊木 貴 君
松沢 成文 様、本日の卓話よろしくお願いいたします。

