２０２１-２２年度テーマ
｢奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」

地区運営方針
｢奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」
～奉仕するとき、誰かの人生だけで
なく自分の人生も豊かになる

クラブ方針
「新たなスタート
変化と成長を求め
親睦と奉仕を楽しもう」

例会場

魚庄別館 2F

点鐘

12:30

会長

飯野浩一

幹事

小林健男

司会

田原春夫

✰斉唱

国歌「君が代」
我等の生業
今月の歌

おぼろ月夜

✰唱和
ロータリーの目的

舟山清志

四つのテスト

深田博明

✰お客様紹介

島村 功

元蓮田 RC 財団奨学生
平澤 仁様

✰卓話
「コロナ禍の中で考えた事」
桐田直樹会員

本日も、ご出席いただきありがとうございま
す。先日は、久しぶりの夜間例会ということで、
お陰様で楽しく過ごすことができました。
本日は、5 月 21 日に大宮レイボックホールで行
われます「平澤 仁 ヴァイオリンリサイタル
ｉｎ大宮」を側面からご支援させていただくにあ
たって、平澤様がご挨拶に来ていただいておりま
す。平澤様は、財団奨学生として世界で最も優秀な音楽大学の 1 つ
とされるニューヨークのジュリアード音楽院で学ばれ、帰国後はロー
タリークラブ関連のイベント等へもご協力いただいております。本日
はありがとうございました。
また、本日は桐田さんに「コロナ禍の中で考えたこと」というお題
で卓話を頂戴いたします。楽しみにしております、どうぞよろしくお
願い致します。
今月は、「母子の健康月間」です。誰もがお母さんから生まれまし
た。そんなことを考えながら、身近にところで、また遥かウクライナ
の方まで、母子の健康に想いを寄せたいと思います。また、現在「全
国交通安全運動」が実施されています。自動車、自転車、徒歩におい
ても、皆さん十分気を付けてまいりましょう。
本日もよろしくお願い致します。

＜国際ロータリー日本事務局＞
・２０２２年４月のロータリーレートは 1 ドル＝1２２円
＜第 2770 地区事務所＞
・公共イメージ部門より「みらいの扉 まっチャンネル」ご案内
＜連絡事項＞
・さいたま中央 RC 創立 55 周年記念誌のご案内（回覧）
・本日例会後、理事役員会を開催致します。よろしくお願いします。

平澤 仁
ヴァイオリンリサイタル
13 時３０分 開場
14 時 00 分 開演
市民会館おおみやレイボックホール
（小ホール）
※小ホール入口は 7 階です。
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✽ゴルフ部

秋葉 功四郎

・4／9（土）第 3 回飯野年度親睦ゴルフ大会を栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部で開催します。
集合時間は 9 時です。遅れないようにお願いします。
✽ロータリー財団委員会

加藤 始

・本日元蓮田 RC 財団奨学生の平澤仁さんがいらしております。後程ご挨拶をいただきます。
例会場のレターBOX にコンサート案内パンフレットを配布しました。
5／21（土）13 時 30 分開場、14 時開演 市民会館おおみやレイボックホール
皆様楽しみにしていてください。
✽会長エレクト

栗原 均

・3/1６、１７と会長エレクト研修セミナー（PETS）を受講しました。
・4/15 浦和さいたま会館で地区研修・協議会が開催されます。ご出席の程 宜しくお願いします。
・4/22 新委員長会議を開催します。（蓮田西口行政センター 18:30～）お願いします。
✽親睦委員会

島村 功

・6/5（日）～６（月）1 泊 2 日 親睦家族同伴旅行を開催します。
詳細は後日メール・FAX にてご案内します。予定を空けて頂きますようよろしくお願いします。

４月のお祝い
会員誕生日

会員結婚月
配偶者誕生日

森伊久磨
田中 靖
島村 功
近藤敬男
白濱龍興
島村礼子
岩崎宣子
栗原容子

関根 浩
星野正男
川田金造
近藤憲明
十川久子
土橋浩子
田中君子

島村功さん 関根浩さん

栗原均さん

田中靖さん

深江瑞枝さん

川田金造さん
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この度は皆様ご協力頂きありがとうございます。
心からお礼申し上げます。
留学させていただいてから３０年近く経つのですが
ちょうど還暦になります。2 年程度コロナの影響で
演奏活動ができなかったのですが、その間たっぷり
と勉強することができました。
その成果を聞いていただければと思います。
お世話になっております蓮田
クラブの会員の皆様にぜひお越し
いただき、クラシックの体験・経験
をして頂けると幸いです。

「コロナ禍の中で考えた事」
桐田

直樹会員

2 年越しのコロナ騒ぎで、その影響は飲食店やカラオケ店
等だけでなく、寺でも法要件数は三分の一以下、法事予約
の一週間前のドタキャン、一日葬儀が増え通夜はほぼ無く
なりました。通夜がないと言うことは、単に飲み食いが無
くなる、お布施が減ると言うことではありません。仏様に
引導を渡す手順が狂ってしまう、欠落してしまうのです。そのため、自宅での枕経の時と、葬儀当日に通夜の
行事を執り行います。会員の皆様もこの厄介な病に多大な影響を受けたでしょうし、まだまだ収まらないこと
でしょう。
殆どの業種があおりを受け、好調なのは大企業製造業と、オンラインリモート化によるソフトウェア投資くら
いで、前年比２０％増だそうです。
しかし、寺に限って言えばここ十～二十年前くらいから、その前兆はありました。少子化、核家族化による、
「墓仕舞い」「直葬（火葬場のみの読経）」「墓不要の散骨」などです。
私の考えですが、コロナが無くても後二十年あるいは三十年もすれば、同じ事が寺には起こっていたでしょ
う。コロナがそれを、十倍ほど速く進めたのだと思います。
話が少し飛躍しますが、14 世紀に猛威をふるったペスト（黒死病）、欧州人口の 1/4 一説には 1/3 が亡く
なったと言われています。この急激な人口減少により、生産性の向上が否応なしに計られ、後の英国での産業
革命につながったと言われています。
また 20 世紀初頭のスペイン風邪は、世界全人口の半分から 1/3 が感染しました。日本でも 40 万人（一説に
は 74 万人）、全世界では 2,500 万人（一説には 5,000 万人）が亡くなりました。この人口減が一因で、米
国にオートメーションシステムが起こりました。
ちなみに今回のコロナの死亡者は、日本 2 万 8 千人、世界では 615 万人です。（3 月末現在）
確かに今回のパンデミックは 100 年に一度くらいの大変な出来事でしょう。
しかし上記二例のように、人類滅亡に近い危機感を乗り越えた後に、先輩たちは大きな社会改革を成し遂げて
来ました。
今がいちばん大変な時、つらい時期でしょうが、かつてのように必ず乗り越えられるでしょう、そう信じてい
ます。
ここで抹香くさい話を少し。禅語に「随所作主」というのがあります。
簡単に言うと「どんなところ（とき）でも、そこで（そのとき）主役（当事者）になれ」と言うことです。禅
の道場では掃除の毎日です。便器も雑巾を使い素手で拭きます。次に使う人が気持ちよく使用できるよう、ピ
カピカに磨きます。この時自分が雑巾になりきって無我の境地で、隅々まで手抜きの無いように磨き上げま
す。これが「随所作主」です。
そして「立処皆眞」という言葉がこれに続きます。あなたが「随所作主」になれば、「あなたがいま、いると
ころがただしい（真実の）ところになる。」と言うことです。
いま世界で色々な事が起きていますが、「随所作主・立処皆眞」で行きたいものです。
このお話の他にもお墓についての質問コーナーを設け、会員よりたくさんの質問が出ていました。
桐田会員、卓話ありがとうございました！
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飯野浩一さん 平澤様 コンサート楽しみにしており
ます。桐田さん 楽しい卓話ありがと
うございました。
田中雪心さん 平澤様 5 月のコンサートがんばってく
ださい。桐田さん、楽しい卓話をお願
い致します。
小林健男さん 本日はよろしくお願いします。
秋葉功四郎さん 本日も宜しくお願い致します‼
岩崎一隆さん 桐田さん卓話ありがとうございます。平
澤さんようこそ蓮田ロータリーへ。
川田金造さん お世話になります。
桐田直樹さん つたない卓話務めさせていただきます
栗原 均さん 4 月は妻の誕生日いつもお花をありが
とうございます。ニコニコ
栗原比呂志さん 桐田さん本日卓話よろしくお願いし
ます。ウクライナ問題が早く良い方
向に向かいます様に。
黒須雅行さん 本日も宜しくお願いします。平澤さんよ
うこそ蓮田 RC へ。桐田さん卓話よろし
くお願いします。
齋藤 清さん よろしくお願いします。
佐々木隆史さん 桐田さん、卓話ありがとうございまし
た。本日もよろしくお願いいたします。
島村 功さん 妻への誕生祝ありがとうございます。平
澤様ようこそ！桐田さん卓話ありがとう
ございます。
関根 浩さん 本日も宜しく御願い致します。
田中政司さん 桐田さん、卓話ありがとうございます。
一層の例会への出席をお願いします。桜
満開！春ですネ。

田中

靖さん 寒暖の差がありますが、日差しが春を感
じさせてくれますね。桐田様卓話ありが
とうございました。誕生祝ありがとうご
ざいます。
田原春夫さん 桐田さん卓話ありがとうございました。
塚本 晃さん 宜しくお願いします。
土橋藤男さん お世話になります。
富田 穰さん 桜満開、日本の春 桐田さん卓話ありが
とうございます。本日も宜しくお願いし
ます。
波多野勝治さん 本日ヨロシク願います。
深江瑞枝さん 先日はお誕生日お祝していただいてあり
がとうございます。これからも元気に楽
しく皆様と活動していきたいと思いま
す。桐田様卓話よろしくお願いします。
楽しみにしております。
深田博明さん 桐田会員卓話よろしくお願いします。
舟山清志さん 今年も早くて 4 月になりました。今日
はとても暖くて気持ちがいいです。本
日卓話桐田さん宜しくお願いします。
武藤倫雄さん 平澤さんようこそ。桐田さん卓話よろ
しくお願いいたします。
八鍬伸一さん 桜が満開です。今週一杯、満喫しま
しょう。
渡辺 圭さん 平澤さん、ごぶたさしております。リサ
イタル頑張って下さい。桐田さん、本日
の卓話ありがとうございます。

総数

出席

リアル

Zoom

欠席

本日の合計

累計

総数

５０

２9

27

２

21

￥75,000

￥1,014,000

2７名

本日の出席率
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栗原 均
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￥1,700,000
幹 事 小林健男
副会長 田中雪心
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金子 淳美
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