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本日の卓話

「地区大会」

今後の卓話予定

２/26	 「邦楽について」	 杵屋彌太郎	様
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　2013ー 2014年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
	 	 R . I . 会 長	 ロン	D・バートン
	 	 地区ガバナー	 吉 　田　建　二
クラブテーマ	 「参加し行動しよう」	
	 	 クラブ会長	 藤 　掛　靖　元

会長報告＜藤掛会長＞
・東京浅草ロータリークラブ様、50周年の
慶事を心からお祝い申し上げます。本日
は、この記念例会につきまして、東京浅
草ロータリークラブ会長の岩崎隆様・幹
事の田原績様・50周年実行委員会副委員
長の中川雅雄様よりご案内がございます。

＜要旨＞
・日　時：平成26年4月14日（月）
　　　15時30分	 登録開始（3階	ロビー）
　　　16時	 記念式典（3階	祥雲の間）
　　　17時30分	 懇 親 会（4階	飛翔の間）
・場　所：	浅草ビューホテル
・例会費：	1万円
＊出席者は後日、東京浅草中央ロータリークラブ

で受付の案内をします。

前々回（2/3　1347 回例会）の記録

前回（2/12　1348 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率

出　席　報　告

出　席　報　告

２/ ３　来　訪　者　紹　介

２/12　来　訪　者　紹　介

	 48 名	 2 名	 3 名	 35 名	 8 名	 81.40％	 1345 回例会修正　欠席 4名・出席率 90.91％

	 48 名	 2 名	 3 名	 38 名	 6 名	 86.36％	 1346 回例会修正　欠席 6名・出席率 84.62％

◆ゲスト ０名 　
◆ビジター ０名 

◆ゲスト ２名 東京福生RC直前会長　地区社会奉仕委員会副委員長　石川酒造代表取締役社長　石川彌八郎	様
	 	 米山留学生　モハマド・アズ・リンダ	様
◆ビジター ４名 東京浅草RC会長　岩崎　隆	様、東京浅草RC幹事　田原　績	様
	 	 東京浅草RC50周年実行委員会副委員長　中川雅雄	様、東京浅草RC　三柴直道	様

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！



幹事報告＜伊石幹事＞
・来週の19日は京王プラザホテルにての地区
大会への移動例会です。13：00〜本会議開
始となります。ご登録の方はお忘れなき様、
宜しくお願い致します。
・再来週の例会場は25Fの「大輪の間」とな
ります。宜しくお願い致します。
・本日、例会終了後、理事・役員会をクラブ
事務所にて行います。理事・役員の皆様は
ご出席の程お願い致します。
・本日、皆様のポケットに浅草RC「50周年
記念例会」のお知らせを入れさせて頂き

ます。４月14日㈪浅草ビューホテルにて
15：30〜登録開始となります。登録料は
１万円です。皆様のご参加宜しくお願い致
します。

・上野RCより創立30周年記念、第28回コン
サートのご案内が来ております。ご参加希
望の方はクラブ事務所にお申し出下さい。
３月10日㈪16：30〜開場で、場所は台東区
生涯学習センターミレニアムホールとなり
ます。

・他クラブ例会場変更のお知らせが来ており
ます。クラブ事務所にてご確認下さい。

＜審議事項＞
１．１月度会計報告
２．関原会員休会の件
　　……………………今期一杯の予定、承認
３．植木会員出席免除の件
　　…………………………２月12日付、承認
＜協議事項＞
１．ロータリー活動公共イメージ向上作戦　

当クラブHPにリンクについて
	 ………………… IT推進委員長より承認
＜報告事項＞
１．井田会員の退会について……………承認

２．葛飾東RC合同例会について（3/12）
　　	…… 葛飾東RC当番　2/26より出欠確認
３．炉辺について（発表	4/9）
　　	…… RC情報委員会「親睦活動に望むこと」
４．東京浅草ロータリークラブ50周年（4/14）について
　　	…… メーキャップ対象、登録料￥10,000
５．各委員会より………………………………
　　RC情報委員会より新入会員オリエンテー

ション、３月10日実施（３名）
６．その他

2013年〜2014年度　第８回理事・役員会報告

ニコニコボックス
＜東京浅草RC　岩崎、田原、中川様＞
・東京浅草ロータ
リークラブ創立
50周年記念祝賀
会のご案内に参
りました。皆様

のご出席をお待ちしております。
＜藤掛、伊石＞
・石川彌八郎様、本日の卓話よろしくお願い
致します。

＜植木、小池、山尾、古谷、海内、小林（雅）、
原田、上原＞

・本日の卓話「日記に学ぶ」、東京福生RC

ようこそ！
米山留学生　モハマド・アズ・リンダ 様



卓　話

直前会長　地区社会奉仕副委員長　石川酒
造代表取締役社長　石川彌八郎様、宜しく
お願い致します。

＜宮村、海内、中村、上野＞
・“	歓迎　東京浅草ロータリークラブ	”	
　会長　岩崎隆様、幹事　田原績様、50周年
実行委員会副委員長　中川雅雄様。

＜岩戸、天笠、山尾、渡辺＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うござ
いました。

＜加藤、大塚、斎藤、高木＞
・100％出席の表彰をして戴きまして、誠に
有難うございました。

＜宮崎＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う
ございました。

＜松本、太田、斎藤＞
・ソチオリンピック開幕。メダルをいくつ取
れるか？　日本選手ガンバレ‼　スノーボ
ードハーフパイプの銀と銅おめでとう。

「歌うニコニコ」新春第一弾
　つい先日新年の浅草神社正式参拝済ませ
たとおもいきや、節分・立春も過ぎ、は
や二月も半ば。時の流れの速さに困惑。
そこで一曲

♪あっという間に　二月も半ば
もうすぐ来るぞ　大晦日

作詞・歌唱　笹生淡水

石川家１８代目　石川彌八郎（石川酒造代表取締役社長）プロフィール

１９６４年生まれ。１９９０年大学卒業と同時に、石川酒造入社。同年の年末より国税
庁醸造試験所（現在の独立行政法人・酒類総合研究所）に学び、主席で卒業後、酒
造米の研究室助手として勤務。そして、再び実業に戻ってからは、卓抜した才能を
生かし、日本酒だけに留まらず、地ビールの調査研究に没頭。ドイツ、ベルギー、チェ
コ、アメリカ、カナダなどのブルワリーを訪問視察し、その成果として１９９８年に
地ビール「多摩の恵」を完成させている。
また、３０歳のときに始めたブルースハーモニカは、国内第一人者のプロから指導
を受け、現在は著名な国内ミュージシャンのライブに参加するほどの腕前。無意識
のアドリブに人気がある。



「日記に学ぶ」

　石川家の歴史は室町時代までさかのぼり、現当主は 17 代目、

私が継ぐと 18 代となります。江戸中期より、代々当主が日記を

つけていることが特徴で、その古文書は現在でも残っております。

私の父が、20 年間かけてその日記を製本したので、現在では比較

的容易にそれを読むことができるようになりました。その日記を

読んでわかった、ある周期のお話を今日はさせてもらいます。

江戸時代、石川家は農家でしたが、幕末期 1863 年（文久３年）

13 代当主が酒造業を創業しました。Change の世代です。明治

になり安定してくると、次の 14 代は活発に投資をしました。

Challenge の世代です。次の 15 代は、先代の借金を返すことに専

念し、これといって目立つ事業を行うことはありませんでした。

いわば、Charge の世代です。次の 16 代では、太平洋戦争に敗退

し、当家は農地のほとんどを失い、農家の道は絶たれ、酒造業に

専念することになりました。再びChange の世代です。続く 17 代

は、清酒販売に勤しみ、出荷石数も伸ばしました。時はバブルの

時代、多額の借金をして、酒蔵の改装やその他の事業にも着手し

東京福生RC直前会長
地区社会奉仕委員会副委員長
石川酒造代表取締役社長

石　川　彌八郎　様



ました。Challenge の世代です。続く 18 代は、Charge の世代で、

借金の返済に勤しんでいます。Change － Challenge － Charge の

３つのサイクルで順番に回っているのです。

私の息子、一郎太（８歳）は、Change の世代です。きっと、幕

末維新、戦後復興のような変化が、日本に訪れるでしょう。その

時には、我が国の借金 1,000 兆円も清算しなければなりません。

清算は、「持っている人がとりあえず払う」という簡単なルール

で行われます。石川家は、どちらかというと持っているほうです。

我が国の破たんと共に、土地、お金、すべての財産を失うことに

なるでしょう。

さて、私は一郎太の父親です。子供に何かを残してやりたいとは

考えていますが、お金や、土地を残しても、課税されて無くなっ

てしまいます。では何を残せばよいのでしょうか。Change	の世

代は Change に学ぶべきです。16 代は日記で、「正直な商売によ

る信用確保こそ、最も大切なことであり、インチキなボロイ商売

をしてはならぬ」と訴えていました。この時代には、お金や、土

地を残すより、徳を積み信用の確保が最も大切であるということ

です。ほとんどの財産を失った石川家を一郎太は復興させなけれ

ばなりません。その時、様々な人の手を借りることになるでしょ

う、しかし、先代が、人をだますようなことをしていたら、誰も

助けてはくれません。将来の一郎太のことを考えると、うっかり

なことはできないのです。

戦後の時代、うなるほど金を儲けた人がいました、しかし、ほと

んどの人が現在では姿を消してしまいました。倒産とは、支払う

お金が無くなることですが、かれらは、かつて大金を手にしてい



＜今週担当　松本勝太郎＞

ました。それが無くなってしまったのです。このことから、お金

の本質とはなんだろうと考えました。

結論は、お金とは器です。コップが飲み水を入れる器であれば、

お金は人の心を入れる器です。正直な商売には、お客様はお金と

いう器に感謝という心を入れて支払いをします。逆に、インチキ

な商売には、恨みの気持ちを入れて支払います。受け取ったほう

は、いずれの気持ちも、いったん受け取り、空になったお金に、

自分の気持ちを入れて、次の支払いに充てます。その気持ちを受

け取ったほうも同様です。そのようにして、お金は、世の中をぐ

るぐる回っているのです。そこで怖いのは、お金に入ってきた人

の心は、そう簡単には抜けないのです。特に悪い気持ちは、何年

どころか何代も残る場合があります。悪い気持ちが蓄積されると、

困ったときに人は助けてくれず、滅んでしまうのです。

ですから、お金は集める量よりも、その中に込められてきた、支

払主の気持ちの質のほうがずっと重要なことなのです。

電子版　この１本　　　　　　　　22 日掲載　　日本経済新聞から
自分の思い込みを直す５つの質問　▶ライフ→くらし→働き方・人間関係

　つらい気持ちや落ち込みなど、心を苦しめてい
る原因は、実は自分自身の「思い込み」にあるの
かもしれない。不要なモノを捨て、必要なモノと
入れ替えていく断捨離のプロセスは、「思考のク
セ」を直すにも有効な手段。日ごろから口にして
いる言葉や、当然のように抱いている考えを見直
すことによって心の詰まりの原因が浮き彫りに
なる。
　そのためには次の５つの質問を自分にぶつけて

みよう。「その思いは、事実に基づいている？」「そ
の思いは、命や健康を守るのに役立つ？」「その
思いは、大切な目標を達成するのに役立つ？」「そ
の思いは、問題や悩みを解決するのに役立つ？」
「その思いは、好ましい気分をもたらす？」—。
　これらの質問に対して「ＮＯと言えるなら、そ
れはしがみつく必要のない、手放すべき考え。無
意識の思い込みから解放されれば、心がラクにな
ります」と心理療法家の川畑のぶこさんは話す。


