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会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

『 命を守る鉄 』 

皆様こんにちは。今日は、はからずも私の 70 歳の

古希の誕生日です。 

自分でも良く 70 年の歳月を過ごしてきたなと思いま

す。 

昭和 21 年 9 月 21 日に生まれて 70 年、これも神様

が命を授けてくれたおかげと感謝いたしております。

私も母が 69 歳で亡くなった目標の 69 歳までは生き

ていたいと心の中では、思っておりました。 

今日、この日を迎えることに感謝いたしております。私

も 5 年前のちょうどこの 9 月 21 日に 「初期の食道が

ん」 が発見され、柏の癌研でまさに今日のこの時間

帯ぐらいに手術をしておりました。そしてその日に、こ
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の場所でクラブの会長を務めさせて頂きお話できるこ

とに運命らしきものを感じております。 

やはり人間は自分で生きているのではなく生かされて

いることを最近感じています。  

 

そこで本日は、あすへの話題の中の 「新日鉄住金 

会長 宗岡正二さん」 の命を守り、命を育む鉄、の話

をしたいと思います。 

今から 3500 年以上前、現在のトルコ東部にあった 

「ヒッタイト帝國」 から鉄器時代が始まった。以来、鉄

は武器や農機具等に用いられ、鉄の有無が国家の

存亡を左右してきた産業革命以降、製鉄の技術の高

さとその生産能力が国力を決定づけてきた。鉄と言え

ば産業のコメとして、車や機械類、あるいはビルや橋

梁等の構造材となる。基礎素材を思い浮かべるが、

一方で、鉄は多くの生物が生きていく上でも 2つの重

要な役割を担っている。 

 

1 つ目は 『生命を守る』 ことだ。 

地球は鉄が質量の 3 分の 1 を占める。 「鉄の惑星」 

であり、内部には溶けた鉄が大きな核として強力な磁

場を作っている。この地球磁場は有害な宇宙放射線

や太陽が噴き出す高温のプラズマである 「太陽風」 

から我々を遮ることで地球を生命に満ちあふれた惑

星にしてくれているのです。 

 

2 つ目は 『生命を育む』 ことだ。 

我々は酸素を吸い、栄養物を酸素と反応させ、生き

るためのエネルギーを得ているが肺から酸素を体内

へ運搬する主役をなしているのが赤血球に含まれる 

『へモグロビン』 である。 

ヘモグロビンは容易に酸素と結合する性質があるが、

その働きを支えているのは鉄で成人男子には体内に

約 4ｇの鉄分があり、その多くがヘモグロビンに含まれ

ているという。鉄は人類と長く深い関わりのある素材

だが、理論、強度ひとつをとっても人類は未だにその

20％程度しか活用し得ていないという。原子・分子な

どの 「ナノレベル」 の世界を制御する匠の技術と均

一かつ大量に何万トンレベルで生産するモノづくりの

技術にさらなる磨きをかけ、鉄の可能性の追求に今

後も挑戦し続けていきたい。 

 

本日、ここに皆様の前で、卓話できたこと、そして

生かされていることに感謝して本日の卓話といたしま

す。 

 

 

 
松井会長 本日（9.21） 70 歳！ 

女性会員全員からお花と寄書きを頂き記念写真！ 
松井会長お誕生日おめでとうございます。 
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幹事報告 

 
須賀 篤史 幹事 

・地区よりロータリー財団 100 周年記念横断幕・パネ

ル貸出の案内が届いております。 

・ロータリーフェスタ 2016 の案内が届いております。 

・越谷市暴力排除推進協議会より「第 22 回越谷市地 

域安全推進大会・越谷市暴力排除推進大会」の案内 

が届いております。 

・杉山さん、伊丹さんの今月分の給与を本日お支払 

しました。 

 
 
 

3 分間ロータリー情報 

 
長谷川 真也 会長エレクト 

国際ロータリー会長指名委員会が開かれ、

2018-19 年度会長として、カンパラ・ロータリークラブ

（ウガンダ）所属のサミュエル・オオリ氏を満場一致で

指名しました。対抗候補者が出なければ、10 月 1 日

をもってオオリ氏が会長ノミニーとなります。 
 
オオリ氏は、ロータリーには「変化をもたらそうとす

る驚くべき情熱」があるとし、会長として「この情熱と誇

りを生かして、すべてのプロジェクトが平和と繁栄の

原動力となるようにしたい」と考えています。 
 
ロータリーのリーダーとしてのオオリ氏の一番の関

心は、会員増強と拡大です。ウガンダでは、自身が地

区ガバナーを務めて以来、クラブ数がわずか 9 クラブ

から 89 クラブにふくらみました。もっと多くの女性、青

少年プログラムの参加者、学友、地域社会の人びと

にロータリーに参加してもらい、今後数年間にロータ

リー会員を増やすために、元リーダー、現リーダー、

未来のリーダーの協力が必要だと訴えます。 
 
「ロータリーのない場所、また、入会を誘われたこと

のない潜在的会員が多く存在する」とオオリ氏。「問

題は、ロータリアンは自分が入会した後で、扉を閉ざ

してしまうことです」 
 
Institute of Corporate Governance of Uganda

の現CEO。以前には、アフリカ開発銀行、ウガンダ商

業銀行、ウガンダ開発銀行の取締役でした。ハーバ

ードビジネススクールを含む米国、英国、日本、スイ

ス、タンザニアの教育機関で、法律、雇用関係、経営、

企業資源管理、マイクロファイナンス、マーケティング

を学びました。 
 
1978年にロータリー入会。以来、ロータリー財団地

域コーディネーター、RI 会員組織地域コーディネー

ター、国連環境計画と国連人間居住計画への RI 代
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表、RI理事、インターナショナル・ポリオプラス委員会

委員、薬物乱用防止タスクフォースメンバー、監査委

員会の委員、ロータリー財団管理委員、ロータリー財

団財務委員長、投資委員会委員を歴任しました。ロ

ータリー財団ベネファクターであり、ノラ夫人とともにメ

ジャードナーとポール・ハリス・フェローでもあります。 
 
 

雑誌記事紹介 

 
大濱 裕広 会員 

 皆様こんにちは。 
雑誌記事紹介ですが、今回は先日のグローバル

補助金事業で参加させていただきました、バリタマン

ロータリークラブとのグローバル補助金事業について

お話しさせていただきます。 
先日のガバナー公式訪問の時に松井会長の卓話

よりお話があったように、グローバル補助金事業にお

いて血液冷蔵庫をバリ、クルンクン病院に寄贈いたし

ました。 
寄贈式には参加した越谷北ロータリークラブのメン

バーそして、私や新沼会員の息子も現地の病院での

貴重な体験を肌で感じるこができました。このような事

業に参加させていただいてとても幸せを感じていま

す。  
又、翌ネット新聞（バリ・ブルカリア）にて寄贈の記

事が掲載されていました。中でもクルンクン県副知事

（Ｉ Ｍａｄｅ Ｋａｓｔａ氏）の挨拶の言葉に「ロータリーの

日頃の活動は誠に人道的であり、このたびの寄贈を

心から感謝します。」とありました。 
 
人道的とは、言い換えれば「思いやり」だと私は考

えています。ロータリアンは皆、思いやりを持った集り

であると、この事業に参加させていただきまして心か

ら感じることができました。宗教や習慣の違う異国の

地でも互いに思いやりをもった対応が私の子供にも

伝わったのではないでしょうか。それこそロータリーで

あると感じた一日でした。 
 
 

委員会報告 

 
米山記念奨学委員会 
市川 洋和 会員 

・9 月 19 日、敬老の日に米山記念奨学生による奉仕

活動が春日部の特別養護老人ホームおおましにて

開催されました。 
米山奨学生がダンスや歌などを披露致しまして入所

者の方々を楽しませておりました。 
詳しい内容は会報にてご報告致しますのでご確認下

さい。 
 
・10 月は 『米山月間』 となっております。 特別寄付

金を集めますので皆様ご協力の程、よろしくお願いし
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ます。 
 
・2015 年度、米山記念奨学会の決算報告がきており

ます。事務局においておきますのでご覧ください。 
 
 

 
親睦活動委員会・職業奉仕委員会 

職業奉仕委員会委員長 

 吉澤 晴雄 会員 

今年度の親睦旅行のご案内です。 

申込書をお送りさせて頂きます。 

【今年度、親睦旅行・職場見学】 

 

親睦旅行 伊豆稲取温泉 

『伊豆稲取』11 月 23 日・24 日（1 泊 2 日） 

職場見学 韮山の反射炉（世界遺産登録） 

中伊豆ワイナリー工場見学（中伊豆） 

皆様のご参加をお待ち致しております。 

出欠のご報告宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員卓話 

 
本間 孝 会員 

「私のロータリーライフ」 
私は昭和 54 年 8 月 23 日に越谷市の住民になり

ました。その年の 10 月歯科医師会の旅行があり「新

入りはマージャンに付き合う事」と半ば強制的にさそ

われました。 そこで、当クラブのチャーターメンバー

であった、田中東穂先生からロータリークラブに誘わ

れました。 帰宅後、家内の許可を貰ってから、履歴

書等必要書類を提出いたしました。 
 

 その後、当時の会長であった石川 尚先生のお宅

へご挨拶にお伺いました。先生も大塚病院で医長を

されておられたことがあり、「君は都立大塚病院に籍

を置いたことがあるんだね」と言われ話が弾みました。 
 
 その時の、クラブの幹事は髙橋正美さんでした。 
12 月 26 日クリスマス例会に妻と 2 人の息子と 4 人で

参加しました。 
これがロータリークラブ第 1 回目の出席でした。これ

から病気で休むまで 15 年間メイキャップをしながらも

出席率は良かったと思います。 
 
また、年が明けてから夫人部の理事役員の方々の

会合にご挨拶に伺いました。このようなことがあったお

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�


週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
6 

 

かげでロータリークラブ、ロータリー活動に解けこめら

れたと思います。 
 
例会場でのはじめての例会はクラブの新年例会で

した、その席で、次回の例会から、週報（会報）を担

当するように命じられました。 
 
当時は会長さんの卓話の原稿はじめ卓話者の原

稿はほとんど頂けませんでしたので例会に集中したと

思います。写真を撮りプリントしてその週の金曜日の

午後 4 時までに印刷にまわさなければなりませんでし

た。 また当時は埼玉県全県が一つの地区で地区大

会、創立総会等所沢、熊谷、秩父といろいろなところ

に出かけ原稿をかきました。埼玉県出身でない小生

にとって大変勉強になりました。  
 
例会場で原稿のもとを集めるのに、周りを良く見て

いる時に気がついたことがありました。食事をするとき、

個性的な動きをする方が、次回の例会出席の時には

周りの会員と同じ様な動きをされて食事をさられてい

たことに気づきました。さすがにロータリーに入会され

る方だと感心いたしました。 
 

 小生も皆様方に置いていかれないように頑張ります

ので、よろしくお願い致します。    
 

 

 

      
・本日 70 歳になりました。 
 これからも宜しくお願いします。 
 本間会員、本日の卓話よろしくお願いします。 

松井昭夫 
・本間さん、卓話よろしくお願いします。 

須賀篤史 

・秋の交通安全運動が始まりました。 
 皆さん交通事故にはより注意を払いましょう。 

関森初義 
・スマイルよろしくお願いします。 

大濱裕広 
・現在、彼岸中ですが天気が悪く墓参り人が例年

より少なく成るでしょう。 
石井知章 

・誕生日祝いありがとうございます。 
・毎度欠席申し訳ない。 

髙橋正美 
・台風大した事が無くて良かったですね！！ 
（首都圏では！） 

大熊正行 
・松井会長、お誕生日おめでとう！！ 

太田靖彦 
・9月で入会満 30年となりました。10年で幹事、15
年で会長を経験させていただき、そこからまた 15
年が過ぎてしまいました。 
 ありがとうございました。（感謝） 

小林光則 
・本日は久しぶりの卓話です。 
 宜しくお願い致します。 

本間 孝 
・本間 孝会員、本日卓話よろしくお願いします。 

今井英治・松﨑義一・会田謙二 
鈴木英男・稲垣勝三・小林 操  
宮﨑敏博・山本正乃・鈴木由也 

 髙瑠美子                   
 

出席報告 
会員数            51 名 
出席免除者         14 名 
出席者            34 名 
欠席者            17 名 
出席率            73 % 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�


週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
7 

 

 
『特別養護老人ホームおおまし』（敬老の日） 

 

浅水ガバナーご挨拶 

 

米山記念奨学学生のアトラクション① 

 

米山記念奨学学生のアトラクション② 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホームおおましの皆様① 

 

特別養護老人ホームおおましの皆様① 

 

米山記念奨学生の集合写真 
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移動例会 早朝座禅会 

  1972 回例会 9 月 28 日 浄山寺にて 
 

会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

Subject: 座禅 
皆様おはようございます。今日は越谷北ロータリー

クラブの会員でもあり、浄山寺住職 石井知章さんの

お寺での座禅例会です。私どものクラブでは 10 数年

振りの座禅例会だと思います。 
また本日は越谷中ロータリークラブの佐々岡会長を

はじめ、多くの会員の皆様のクラブ訪問を頂きまして、

誠にありがとうございます。 
 
私も、座禅については初体験でありまして大変興

味があります。 
仏教の修行法の一つである座禅。 
昔から武道家やスポーツ選手が精神を鍛えるために

取り入れてきましたが、最近では、禅寺の座禅会を体

験する一般の中高年の方々も増えているそうです。

座禅をすることで果たして何が得られるのでしょうか。 
 
曹洞宗の禅寺。林泉寺の住職 江田真人さんは、

座禅で何が得られるか。 
その答えは、実際に 「ドッカと座り、自分自身で導き

出してください！」 と言うことですが・・・ 
それでは座禅中に雑念が浮かんだら？ 
動けず、話せず、眠れない状況で雑念が浮かぶのは

当たり前。否定せず浮かびっぱなしにしておくので

す。 
ただし、執着はしない。嫌なことを思い出したら、すぐ

に呼吸に意識を集中させる。これを繰り返してくださ

いということです。 
 
そのようなことから、座禅のこうした効用を検証してい

る方がおりました。東邦大医学部 有田教授です。 
秘密は座禅の呼吸法にあるという。 
リズミカルで深い腹式呼吸を 20 分続けると脳内物質

のセロトニンの分泌が増える。セロトニンは、うつ状態

や興奮状態を抑える作用持つ。心理テストでは、試

験後に不安と緊張の点数が下がり、活力のレベルは

上がった。脳波を測定すると、速い種類のα波が多く

表れていた。この波は単なるリラックス状態ではなく気

分がすっきりし冷静でやる気が出てくる状態のときに

表れるそうです。 
座禅の呼吸法は、クールな覚醒状態を作り出すのだ

そうです。 
 
おっと、理屈は抜きですね。 
皆さんも一度、ドッカと座ってみて、今日の座禅会を

楽しんでみては如何でしょうか。 
それでは、石井住職 本日宜しくお願いいたします。 
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幹事報告 

須賀 篤史 幹事 
・地区よりロータリアンとインターアクトクラブ顧問教師

懇親の集いが届いております。 
・10 月のロータリーレートは引き続き 102 円です。 
・9/26の東武よみうりにジュニア甲子園野球大会の記

事が掲載されました。 
 

お客様紹介 

 
越谷中ロータリークラブ 
会長 佐々岡 修 様 

 
本日は座禅会ということで私共の汚れた心と体を

浄化して 「悟りの境地」 になれているのかな？と思

い頑張らせて頂きます。よろしくお願い致します。 

 
越谷中ロータリークラブの皆様（左上から） 

会   長 佐々岡 修 様 
幹   事 中村 隆雄 様 
直前会長 小池 和義 様 
       山川 純也 様 
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宗教法人 浄山寺 

 
浄山寺 代表役員 石井知章 住職（会員） 

 

 
いざ座禅開始！精神統一！ 

 

 
留学生コリンさんも座禅にチャレンジ！ 

 

 
座禅開始！これから 30 分間！ 
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座禅終了！座禅が終わり皆さん穏やかな雰囲気！ 

石井住職（会員）からお言葉を頂く・・・ 

 
座禅が終わりこれから「朝がゆ」を頂く！ 

 

 
朝がゆ 

 
ロータリー財団 100 周年 地区大会 

ポリオ撲滅チャリティゴルフ 
1973 回例会 10 月 3 日 大利根 CC 

 

全員集合での朝礼 

 

 

会長・委員長 挨拶 
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4 コースに分かれスタートです 

 

 

雨が夕方まで降らない事を期待！ 

 

 

ラウンド終了後には表彰式/懇親会 

 

一柳委員長よりご挨拶 

 

 

ポリオ撲滅寄付金・熊本地震寄付金 贈呈 

 

 

乾杯！地区のクラブ同士懇親を深めました。 
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