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第 2007 回例会　2019. ３.14　晴　司会　中村会員

◎本日の出席状況

　出　席：29 名（25 名）中　11 名　44％

　欠　席：伊東・藤代・平山・鯨井・守屋・松本・三須・三浦・長野・大家・斉藤（守）・鈴木（恭）・山本・

　　　　　輪湖　（相澤・織戸・柴田・山口）各会員

　ゲスト：山﨑　由起子様

　例　会：川秋　12：30 ～ 13：30

　見　学：コンパス幼保園

  

◎会員事業所移転のお知らせ

　鈴木隆男会員の事業所：三木証券㈱　船橋営業所が３月 25 日より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 273-0005 船橋市本町 7-8-13　　TEL 047-422-5561

奉仕プロジェクト事業

　移動例会（昼食会）

　場所：日本料理　川秋

　時間：12：15 ～

　職業奉仕（見学）

　場所：コンパス幼保園見学

　時間：13：00 ～ 14：00

水庫会長

　本日は大原会員の会社、コンパス幼保園の見学、移動例会です。年に一度の職場見学ということで、職業

奉仕委員会の主催で行います。色々とお手配いただきました皆様ありがとうございました。

　さて皆様「幼保園」についてはご存知でしたでしょうか。後程詳しいご説明がいただけるとは思いますが、

そもそも幼稚園と保育所は異なる歴史的経緯により設立されたため、幼稚園は文部科学省、保育所は厚生労

働省と所官庁も異なっています。これを一元化し、教育水準の均等化とサービスの効率化を目指す政策によ

り、幼保園が誕生しました。

　幼保園は通称で、正式には「認定こども園」というようです。幼保園について、後程学びたいと思います。

鈴木（隆）幹事

１．大家浩明会員のご尊父、大家　浩様が３月７日ご逝去されました。

　　皆様にはお知らせいたしましたが、あらためてご冥福をお祈り申し上げます。

　　クラブ慶弔慰規定によりお生花一基、お香典をお供えいたしました。

２．地区ホームページに我がクラブの「船橋市内小学校・公園に桜の植樹、緑化事業」

　　活動報告が掲載されております。ご一読ください。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



３．次週３月 21 日は春分の日、祝日の為お休みです。

　　次次週３月 28 日（木）は第二グループ船橋南 RC 会長田中宥祥様（真言宗正延寺住職）を卓話にお迎え

しております。

　　演題：１．「密教・真言と天台」

　　　　　２．「曼荼羅」

　　　　　３．その他・・葬儀に関してのマナー

　職業奉仕・奉仕プロジェクト事業（見学）

　コンパス幼保園

 コンパス幼保園　園長　島田　裕二　

　格闘技の世界から保育士を目指したキッカケ

 　プロレスファンなら誰もが知っているような大きな試合から小さな試合まで、日本だけでなく、それこそ

世界中の格闘技のレフリーをしてきて、試合の分、男女問わず小学生位の子供から大人まで多くの選手と接

してきました。

　ある日、海外の試合で選手と話していると、本当にキラキラした表情で自分の夢や家族への思いを語って

くれている姿にハッとしました。「こんなに若いのに、家族への想いや、ハングリー精神が凄いな」と思った

んです。

　その頃、日本では無気力の若者や社会人の問題が良く取り上げられていましたから、どうして、こんな純

粋な若者が育つのか、親や育った街、教育などの環境に興味を持ち始めました。

　そんな視点で、彼らが育った街を歩いていると、子供達と大人達の屈託ない笑顔、会話が溢れ、本当に活

気がある事に改めて気付かされ、なるほど、教育は確かに大切だけれど、目先の教育だけでなく、もっと子

供の生活環境や育児父母をきちんと考えて教育を考える事が大切なんだと思うようになりました。

　帰国してからもその事が頭から離れず、僕にできる事は何だろうと色々と考えているうち、社会人からよ

りも中学高校からだ、いや小学校からだと、とにかく小さいうちから取り組まないといけない事が分かり、

まず、保育士資格を取ってみてそこから改めて考える事にしました。

　関わり始めるとこれはちゃんと真剣に関わらないといけないという思いがどんどん強くなって、資格取得

後にそのまま保育園事業を立ち上げました。立ち上げ時は、周囲から反対もされたんですが、その心配をよ

そにあまり不安は無かったですね。とにかく保育の仕事はやり甲斐があったし、何より、とても楽しかった。

　この事は、さらに自分の考えを進める事にもなりましたし、保育や教育に対する自分の考えをさらに深め、

コンパス幼保園につながっていくキッカケになりました。

　コンパスという名前にした理由

　やっぱり、変化し続ける世界の中で、子供達が元気に、道を見失うことなく、暗闇に迷うことなく、しっ

かり生きていけることが大切じゃないですか。そのためには自分の「コンパス」が必要なんです。

　それさえしっかり持っていれば、未知の冒険もワクワクに変わりますよ。

　そういった自立のための力を、育てていってあげたい。少しずつ、いろんな体験をしていくことで、子供

達はすくすくと、のびのびと学んでいきます。

　それからもう一つ、物事のはじまりには、当たり前ですがそれをやるだけの「元気」が必要。アントニオ

猪木さんの言葉を借りれば「元気があれば何でもできる」。

　子供達が生まれながらに持っている、そういう「元気になれる力」を、幼保園と、親御さんやご家庭、地



域、社会といった周りの大人が見守りながら、壊すことなく、伸ばしていってあげて、むしろ大人も一緒に

笑顔になっていきたい。元気で夢のある大人に子供は憧れるんですよ。やっぱり環境が大切です。

　卵のコンパス（ロゴマーク）には、そういった「自立の力」と「元気になれる力」を育てたいという思い

が込められています。

　やがて成長し、力いっぱい殻を破って、それぞれのコンパスを胸に冒険の旅に出る、そんな頼もしい子供

たちがどんどん羽ばたいて行く場所。ひいてはこの地域。ここから、子供も大人も輝けるポジティブな循環

が始まると考えたら、何だかワクワクしませんか？

　どんな保育園にしていきたいか

　「体験」にフォーカスした場所にしてきたいと思っています。

　遊びという体験や人との関わりという体験の中には、座学で学ぶよりも人を大きく育ててくれる大切な要

素が沢山詰まっています。

　僕が保育士を目指すキッカケを作った若い選手達は何も高等教育を受けた訳ではありませんでしたが、彼

らの周りにはいつも心配してくれる仲間や先輩、地域の大人が居ました。

　売っているオモチャは少ないけれど、何でも遊びに変えられる発想や想像力。その遊びの中で探究心や好

奇心はより育まれてきました。

　落ち込んだり、悲しんだりした時はそっと肩に手を当ててくれたり、嬉しい時には共に喜んでくれる人の

存在はとても大きかったと思います。

　セキュリティの問題はもちろんありますが、閉ざされた空間でなく、広く地域に開放され、子供が生まれ

ながらに持っている「生きる力」を尊重しつつ伸ばしていける場所で有り続けたい。

　赤ちゃんはこういうものだ。子供はこういうものだ。と決めつけるんじゃなく、既に持っている生きる力

をしっかり大きくしていく為に、これからいろいろな挑戦をコンパス幼保園で実践していきたいと思ってい

ます。

次回予定

　３／ 28　船橋南 RC 会長　田中会長卓話　「仏教よもやま話」



第 2008 回例会　2019. ３.28　晴／曇り　司会　山本／中村会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：29 名（25 名）中　17 名　68.00％

　欠席：伊東・平山・藤代・長野・松本・守屋・斉藤（守）・輪湖

　　　　（藤井・柴田・遠田・山口）各会員

◎ゲスト

　卓話者　田中　宥祥様（船橋南 RC 会長）

　　　　　卓話　仏教　①真言宗について　②曼荼羅　③その他

◎退会者　三浦　時子会員（転勤に伴う退会）

水庫会長

　本日は船橋南 RC 会長、田中宥祥様、ようこそおいで下さいました。後程、仏教にまつわる、ためになる

お話をしていただきますので、大変楽しみにしております。

　どうぞよろしくお願い致します。

　３月末日までが締め切りの地区補助金申請書作成にあたり、鈴木恭浩会員には大変ご尽力をいただきまし

た。本当にありがとうございます。また大原会員にも、お手数をおかけし感謝いたします。

　次年度の計画を、この段階でかなり細かいところまでの書類を出さなければいけないということに、そも

会 長 挨 拶



そも無理があると感じております。多くのクラブが、計画の段階で挫折をしていると聞いておりますのも、

当然と思います。もっと早くから、具体的に取り掛かる必要があったと大変反省しております。

　今後の教訓として、５カ月前くらいから、本格的に動かないと間に合わないということを引継ぎしていく

ように、会長エレクトにもお願いしたいと思います。

　 後に大家会員のご尊父様死去に伴う弔慰金を、クラブ規程によりお渡しいたしましたことを、ご報告申

し上げます。謹んでご冥福をお祈りいたします。

鈴木（隆）幹事

１．４月のロータリーレートは１ドル 110 円です。

２．例会臨時変更

　　・船　橋 RC：  ⒜　４月２日（火）の例会は親睦家族会の為変更

　　　　　　　　　　　場所：東京ディズニシーホテルミラコスタ　17：30 点鐘～ 19：30

　　　　　　　　　⒝　４月 30 日（火）は退位の日により休会

　　　　　　　　　⒞　５月７日（火）の例会は定款第８条第１節により休会。

　　・船橋南 RC  ：４月３日（水）の例会は栃木屋にて夜間例会になります。

　　・船橋西 RC  ：４月５日（金）の例会は移動例会（観桜会）

　　　　　　　　　場所：上野　伊豆栄　梅川亭　点鐘：15：00

３．「ロータリーデー」・たけのこ掘り例会のお知らせ

　　※４月 25 日（木）の例会は振り替え休会

　　日　時：４月 27 日（土）　時間：11 時　　準備の会員集合：10 時

　　場　所：斉藤守会員の竹林　雨天の場合は安養寺

　　※たけのこ掘り券は会員１枚以上購入してください。

　　※本日参加出欠を取ります。

４．平成 31 年度　船橋国際交流協会：第１回理事会開催について

　　日　時：４月 17 日（木）　10：00 ～

　　場　所：中央公民館　理事：大原会員（第２グループ親睦ゴルフコンペの為欠席）

５．第２グループ親睦ゴルフ大会参加について

　　日　時：４月 17 日（水）スタート：８：35

　　場　所：鎌ヶ谷 C.C

　　参加者：藤井・草野・度会・大家・松本・山﨑・大原・平山・斉藤（英）９名

　　※メークアップ扱いです。

　　※参加費：5,000 円の納入をお願いします。

６．地区研修・協議会について

　　日　時：４月 20 日（土）　登録：　　　

　　場　所：アパホテル＆東京ベイ幕張

　　出席者：会長部会：度会

　　　　　　幹事部会：草野

　　　　　　研修部会（ロータリー情報）：織戸

　　　　　　 会員増強維持拡大委員会：藤井

　　　　　　フェローシップ・親睦活動委員会：鈴木隆男

幹 事 報 告



　　　　　　広報・公共イメージ委員会：鈴木恭浩

　　　　　　社会奉仕委員会：水庫

　　　　　　職業奉仕委員会：山﨑

　　　　　　国際奉仕委員会：大原

　　　　　　青少年委員会　：平山

　　　　　　ロータリー財団委員会：山口

　　　　　　米山奨学会部会：山本　　　　　各会員

　　　※近隣の駐車場の案内があります、なるたけ公共機関をご利用ください。

　　　地区よりのお願い　地区研修協議会における午後の部会協議会にて、会長・幹事・委員長としての「抱

負」の発表をお願いします。指名された方はご協力ください。

７．米山梅吉記念館　創立 50 周年記念式典について

　　日　時：2019 年９月 14 日（土）　受付：13：00　開式：14：00

　　場　所：・東レ総合研究センター（三島市）・米山梅吉記念館

　　記念式典：14：00　　記念講演：15：00 ～ 17：30

　　祝賀会：16：00 ～ 18：00　　定員 600 名　登録料：10,000 円

　　申し込締切：６月 15 日　必着

　　※賛助会員のお願い年間１名 3,000 円

　　※当クラブ１名 100 円基金に協力しております。

第２グループ会長幹事会第１回議事録

　日　時：2019 年３月 19 日　於：喜久水 18：30 ～

　ガバナー補佐：青木忠茂　　補佐幹事：山田聡・栗林琢磨・越川新太郎・折田紘幸　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　第１　報告事項

　　１　行事日程の案内　配布した別紙のとおり

　　２　ガバナー公式訪問の際、各クラブでプロジェクター準備の要請あり

　　３　情報研究会－地区からのサポートがある予定

　　４　IM －ガバナーからスポーツ絡みという要請あり

　　５　次々年度 PETS 開催日程：2020 年２月 23 日、３月７日

　　６　親睦ゴルフ大会－会場：鎌ヶ谷カントリークラブ

　第２　審議事項

　　１　会長幹事会費　

　　　　直近２年間徴収していないことも踏まえて各クラブ３万円を徴収

　　　　→ 承認　　　

　　　　徴収方法は追って青木 AG から連絡　

　　２　会員名簿の作成

　　　　目的：クラブ間のつながりの強化

　　　　内容：記入については各会員の任意とする。会員に限定して配布。使用上の注意。

　　　　→ 承認　　　

　　　　顔写真を付けたらどうかという意見あり。項目等詳細については追って検討



　　３　第４グループとの合同会長幹事会の開催

　　　　第４グループから要請あり。

　　　　→ 承認　　　

　　４　グループ内合同親睦家族会の開催

　　　　→ 承認　　　

　　５　次々年度ガバナー補佐について

　　　　→鎌ヶ谷 RC から候補者を選出する（４月末まで）。

　行事日程

　　「クラブ予定」

　　・2019 年８月 29 日（木）　ガバナー公式訪問　鎌ヶ谷 RC と合同　於：船橋グランド

　　・2019 年８月 22 日（木）　ガバナー補佐訪問

　　「地　区」

　　・2019 年 10 月 21（月）：地区大会記念ゴルフ大会　ゴルフ倶楽部成田ハイツリー

　　・2020 年２月８日（土）：地区大会第１日目　アパホテル＆リゾート幕張

　　・2020 年２月９日（日）：地区大会第２日目　アパホテル＆リゾート幕張

　　・2020 年２月 23 日・３月７日　：次次年度 PETS 開催

　　「第２グループ」仮予定

　　・2019 年９月 or10 月：情報研究会

　　・2020 年２月４日 or ２月 18 日：I.M.

　　・2020 年４月 14 日 or ４月 21 日：親睦ゴルフ大会

　訃報

　　パストガバナー　長島　洋三様が（市川東 RC）３月 23 日、ご逝去されました。

　　享年 84 歳でした。謹んでご冥福をお祈りいたします。

◎各委員会報告

　親睦委員会：山崎委員長　ロータリーデー（たけのこ掘り例会）

　三浦会員：退会のご挨拶

　　　　本日の卓話

　　　　　　　　　　「仏教のよもやま話」

　　　 船橋南 RC 会長　　　　　　　　　

 真言宗正延寺　住職　田中宥祥　様

①　真言宗「密教・真言と天台」

　　空海が唐へ渡り、密教を学んで高野山を開き、開宗したのが、「真言宗」

　　本尊としているのが「曼荼羅」です。

　　曼荼羅の中心として「大日如来」が描かれています。



②　曼荼羅

　　金剛界と胎蔵（界）の二種類があります。

　　この世界の精神面と物質面の二つを表現しています。

　　これらは常に二つで一つ、離れることはありません。

③　その他・・・葬儀に際してのマナー

　　知人の葬儀に参列の際にどのように振舞えばよいのでしょう。

　　服装は、お参りは、宗教や宗旨によりそれぞれのしきたりがある？

　　式場に何しに行くのかを、思い返せば解ります。

・田中宥祥様、興味深い卓話ありがとうございました。私も真言宗を信仰しておりますが、わかりやすかっ

たです。 鈴木　隆男

・南 RC　田中宥祥様、住職であることが良くわかりました。空海・即身成仏、少しは分かった気がします。

向こう世界で近いひとより何番目か。 岡田　敏男

・田中宥祥様、ありがたい真言宗のお話ありがとうございました。 大家　浩明

・田中宥祥様、本日はとても興味深い真言宗のお話ありがとうございました。 水庫　直子

・田中宥祥先生お久しぶりです。本日の卓話勉強になりました。再度の会長、ご苦労様です。 相澤　友夫

・田中会長、貴重な卓話ありがとうございました。我が家は同じ宗派ですが、初めて聞く事ばかりで、大変

為になりました。 織戸　　豊

・本日は卓話に呼んでいただいてありがとうございます。 田中　宥祥

・三浦会員へ、ゴルフもう一度やりたかったです！お元気でお過ごしください。 山﨑　新一

・三浦さん、今日でお別れですね。ここで１句献上いたします。今桜の季節です。

　「様々なこと思い出す桜かな」芭蕉、「あいみてののちの心にくらぶれば、昔は物を思はざる」古今和歌集

 相澤　友夫

・三浦会員、残念ですが今後もお元気でご活躍を頂きたいと思います。ありがとうございました。

 鈴木　恭浩

・三浦さん、移動残念です。寂しくなりますよ。たまには顔を出してください。 草野　宏隆

・三浦さん「マドンナ」が一人いなくなり残念です。本社でも頑張ってください。船橋に来たら是非当クラ

ブによってください。お元気で・・ 織戸　　豊

・三浦会員、色々お世話になりありがとうございました。新しい職場でもご活躍をお祈りいたします。単身

赴任お疲れ様でした。 中村　和一

・三浦さん、残念ですが退会となり会員数が 28 名となります。会員増強したいです。後任者によろしくお伝

えください。 岡田　敏男

・約３年間、皆様には良くしていただき心から感謝いたしております。皆様のご健勝をお祈りしております。

 三浦　時子

・地区財団申請書作成について、鈴木恭浩先生、本当にお手数かけました。何もお手伝いできませんでした

が、本日申請書をメール、郵送で報告いたします。ホットいたしました。ありがとうございました。

 事務局　西川　典子



・父浩の葬儀に際しまして、船橋東クラブより生花や会員の皆様からのお心遣いを頂きまして本当に感謝し

ております。ありがとうございました。 大家　浩明

・草野会員へ「初孫誕生」おめでとうございます。爺
じいじ

爺と呼ばれるのですか？ちなみに「泰
たい

志
しん

」君です。 山

﨑　新一

・大原会員へ、夢のある幼稚園素晴らしいです。スタッフの優しい笑顔と一生懸命、理念、母親たちは安心

して心頭よく追っていることでしょう。 山﨑由起子

・皆さん、いろいろありがとうございました。 斉藤　英明

次回予定　４月４日　理事会　11：00 ～ 12：00

　　　　　三つのお祝い

　　　　　会員スピーチ

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ３月 28 日　22,000 円 累計　898,500 円

（記念事業献金　145,000 円含む）

４月４日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ・

　　　　　　　理事会

　　11日（木）　

　　17日（水）　 第２グループ親睦ゴルフ大会

　　18日（木）

　　25日（木）

週報今週の担当　　　草　野

４ 月 の プ ロ グ ラ ム


