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活気あふれる
ロータリーを通して
「人づくり
そして奉仕」

点鐘

国際ロータリー第 2770 地区
ガバナー 井 原
實
ロータリーは奉仕を通じて、
人づくり、自分作り
例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３
事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F
会長
松崎 宏
幹事 進藤和夫
会報委員
多田和男・高木学・田村盛良
松永元彦・大島修一

“Be a gift to the world”
国歌・奉仕の理想斉唱 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長
ロータリーの目的唱和

〔会長挨拶〕松崎 宏会長

オクラ

皆さんこんにちは。久喜市民祭りや菖蒲産業祭も近づいてきました。内容
は例年通りですが、多くのメンバーの皆様、インターアクトクラブの皆様の
参加をお願いしたいと思います。
本日は「本多静六林学博士について」と題しての飯島誉夫会員の卓話です。
よろしくお願い致します。
〔お客様紹介〕金田仁志 SAA
米山奨学生 藍 立明（ラン・リツメイ）様 中国山東省青島
日本工業大学大学院 機械システム工学
ご挨拶：皆様こんにちは、中国の中秋祭りは旧暦の 8 月 15 日で、新暦の 9 月、
10 月頃です。2015 年の中秋節は新暦の 9 月 27 日で、26 日と 27 日の連休があり
ます。
中秋節は春節に次いで中国第二番目の伝統的な祝日です。中秋節の丸い月は団
欒を象徴し、この祭りは「団欒節」とも呼ばれています。毎年、中秋節になると、人々は各地から家に
帰り、家族と一緒に団欒の食事をします。中秋節を祝う習慣は 3000 年余の歴史があり、古代の月祭り
まで遡ることができます。 月餅を食べながら、月見をするのは風俗です。地方により、月を祭る、カ
ボチャ、タニシを食べる習慣もあります。中秋節に親友の間に月餅を送ることも流行って、お互いに祝
福の意を表します。
〔委員会報告〕
＊雑誌委員会 鈴木弘道委員長 「ロータリーの友」10 月号のご案内
横Ｐ：Ｐ7～12「ロータリーは例会から」ＳＡＡは参考になると思います。
Ｐ２４～３３ ソウル国際大会の案内 ２０１６年５月２８日～６月１日
Ｐ44「 ロータリーの６つの重点分野」
縦Ｐ：Ｐ27 ロータリーアットワーク「タイに消防車・救急車寄贈」 草加中央ＲＣ
＊友好クラブ委員会 加藤久雄委員長
７月２８～３０日に行われました交流事業の感想文集が馬門小学校橋本眞由美校長
から届きました。交流会、研修場所の模様や参加児童、保護者の感想文などです。
野辺地ＲＣからの特産品予約販売には多くの皆様からご注文頂き有難うございます。
ご注文品の引取は午前中にお願い致します。

＊国際奉仕委員会 野口はやみ委員長
RI３８００地区フィリピン国際奉仕プロジェクト視察・体験ツアーの報告を地区国際
奉仕委員長小山寿行様（幸手 RC）より頂きました。クラブからの支援金 224,000 円
は、カルーカンシランガン RC からキングソロモン学校に贈られました。
＊米山奨学委員会 伴 光治委員長
活動計画に「米山月間例会時に於いて１００円募金運動」を提示させて頂きました。
ガバナー方針として当地区独自の米山月間（１０月、３月）を設けました。
本日の例会から受付に募金箱が置いてありますので、ご協力お願いいたします。

〔卓話〕飯島誉夫会員

「本多静六林学博士について」
埼玉県の五大偉人の一人日本初の林学博士本多静六のお話をしたいと思い
ます。五大偉人とは、塙保己一・渋沢栄一・荻野吟子・本多静六・下総皖一
です。
塙保己一は児玉出身の盲目の国学者で群書類従をはじめ数百冊の書物あり。
渋沢栄一は深谷出身、経営学者 株式会社・銀行・日本国有鉄道・秩父セメ
ント・レンガ工場等の重役を歴任する。

荻野吟子は妻沼出身、近代日本における最初の女性の医師で、女性運動家としても知られる。
下総皖一は大利根出身の作曲家・音楽教育者。童謡・文部省唱歌・校歌を多く作曲した。
さて、本多静六は慶応 2 年（1866 年）武蔵国埼玉郡河原井村（現在久喜市菖蒲町河原井）農家折原
家に生まれる。父は村役人をしていて裕福な家であったが、静六 9 才の時父は病気で急死、生活は一変
し貧しくなってしまった。祖父と共に農家の手伝いと勉強を一生懸命励みました。14 才で兄の勧めで島
村泰先生の書生となりました。島村泰先生は岩槻藩校の先生でした。14 才で東京山林学校へ入学、最下
位だったため自殺も考えましたが、塙保己一は盲目でも多くの書を出しているのを知り猛勉強をしてト
ップの成績となった。23 才の時勉強家を認められ彰義隊長本多家の娘栓子と結婚することになった。条
件としてドイツ留学の資金提供。4 年の約束を 2 年に切りつめ経済学博士（ドクトルアカデミー）の学
位を取得する。25 才で日本に帰り東京農科大学（現東大農学部）を卒業し助教授となる。
明治 26 年（1893 年）
、当時鉄道会社の重役渋沢栄一の要請で青森県野辺地駅構内に日本初の鉄道防
雪林を完成。明治 32 年（1899 年）32 才で日本初の林学博士となり林業発展に寄与する。全国に森を
造ったり公園を造ったり（大小合わせて数百）「日本の公園の父」と呼ばれた。数々の事業の中、明治
36 年建築家辰野金吾に頼まれ西洋式公園日比谷公園（首掛けイチョウ）を設計。大正 2 年(1913 年)、
政府は奉祀社（明治神宮）の建設を決定、大正４年（1915 年）
、明治神宮造営局が創設され、本多博士
は中心的な役割を果たした。神宮の森はシイ，カシ，クスノキなどを中心とした常緑広葉樹で構成され、
100 年先を見据え「天然更新」という方法を取り入れた。
大正 12（1923 年）年関東大震災による東京の復興を東京市長後藤新平（ミュンヘン大学の後輩）の
要請があり成功させる。
今までに数回の卓話の機会を頂きました。井橋ガバナーの時、地区の職奉セミナー、野辺地でも IM
中山会員と一緒に。春日部西・岩槻東・幸手等々訪問しました。
今日はその中で演習林の話をします。
千葉県鴨川市にある清澄東京大学演習林は、博士が明治 25 年、房総の山々を訪れ清澄山一帯が学術
的にも大学演習林に適地であると判断、明治 27 年日本初の大学演習林 330 ヘクタールの創設に成功、

現在の清澄演習林の面積は 2200 ヘクタールである。標高約 310m 日蓮宗大本山清澄寺があり開祖日蓮
は 12 才の時道善法師に師事出家得度 1253 年立教開宗を宣言した。
この辺り一帯が演習林で、明治 28 年から造林に着手する。昭和 20 年には樹齢 50 年高さ 30m 以上の
美林に成長し、その材木の収入で東大教員の退職金を支払ったり、大学教授の定年制の問題解決もした。
又、他には秩父の大滝村に約 2700 ヘクタールの山林を買い取り昭和 5 年には埼玉県に寄付し、その
材木の収入を資金に昭和 29 年「本多静六奨学金制度」を設立した。又、埼玉の学生に援助として、渋
沢栄一、諸井恒平（秩父セメント）等と「埼玉学生誘掖会」を設立した。平成 14 年解散し売却した資
金、約 3 億 8 千万円は奨学金に使用されている。
≪処世訓≫
○職業の道楽化。
○慈善・社会奉仕は自分の精神的享楽のためにする。
○四分の一天引き貯金法。
○エキス勉強法（暗記する学習法）
。
○長所と交われば悪人なし。人生即努力、努力即幸福
時間になりましたのでこの辺で終わらせて頂きます。ありがとうございました。
〔幹事報告〕進藤和夫 幹事
＊地区より「井原ガバナー地元メディアへ出演のお知らせ」
1.ラジオ FM NACK5

出演番組 「ザ・フロンティアーズ」
清水市長がキャスターとして出演している番組

１０月３日（土）AM7：40～8：00 パート 1
１０月１０日（土）AM7：40～8：00 パート 2
2.テレビ テレビ埼玉

出演番組 「埼玉ビジネスウォッチ」

１０月１０日（土）22：00～22：30 （内 ３分間出演）
＊レート変更：10 月 1 日より 1 ドル 120 円（124 円）
＊ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅡの案内
11 月 28 日（土）9：00～17：30
＊地区職業奉仕 卓話派遣のお願い

市民会館おおみや
月間 1 月

＊次回１０月８日（木） 通常例会 会員卓話 横山健次会員
〔スマイル報告〕金田仁志

SAA

☆今日もよろしく・飯島さん卓話よろしく：松崎宏
☆本日もよろしく：尾崎敏彦・平澤道男・野口はやみ・伴光治
☆卓話楽しみです：大塚勉

☆卓話ありがとうございます：林明

☆欠席のお詫び：金澤利幸・多田和男・野原宏・髙木学 ☆早退のお詫び：金田仁志（敬称略・順不同）
〔出席報告〕 出席委員会
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理事・役員会
2015 年 10 月 1 日 三高サロン
◎例会プログラムについて
11 月 5 日
財団月間に因んで
濱野パストガバナー
11 月 12 日 14 日・15 日 地区大会に振替
11 月 19 日 職場訪問
夢川学園
（職業奉仕委員会）
11 月 26 日 28 日（土） 野辺地ＲＣ創立 50 周年記念式典出席に振替
12 月 3 日
IT 説明会
多田和男会報委員長・高木学副委員長
12 月 10 日 年次総会
12 月 17 日 会員卓話 高橋徳雄会員
12 月 24 日 美川憲一クリスマスディナーショー
パレスホテル大宮
◎台風 18 号東日本激甚災害見舞金について：会員一人 1.000 円×51 名＝51.000 円
◎久喜北陽高校インターアクトクラブへの活動助成金 100.000 円
◎次年度地区役員推薦について

第七グループ主要行事の確認
10/29 日（木）親睦ゴルフ大会（あさひヶ丘 CC）
：14 名参加申し込み
2016 年 1 月 7 日例会 近藤補佐訪問・I M 2016 年 2 月 20 日（土）
【魚庄】

～江戸小話～
柿どろぼう
やみ夜に二人の若い男が、こそこそと話しをしております。
「今夜は、真っ暗闇だから、隣の柿を盗もうじゃないか」
「うん、それじゃあ俺が木に登って、棒で叩き落とすから
お前は下で拾ってくれ」
相談がまとまると、さっそく一人の男が木に登り、棒で叩き始めると
柿はごろごろと落ちてきます。
下で拾う役の男は、慌てて拾い始めましたが、あんまり慌てたので
深いドブの中に落ちてしまい、どうしても上がれません。
「おーい、落ちた落ちた」

ドブに落ちた男が騒ぐと

「落ちるはずだよ。叩き落としてんだから」
「いやいや、落ちた落ちた」
「当たり前だ、早く拾え」
「違う、ドブに落ちたんだ」 すると、木の上の男は、
「ドブ？そこにあるのは肥溜めだ。そんな所に落ちたのは拾うなよ
捨てておけ」
ちゃんちゃん
次回例会

１０月８日（木）
会場

三髙サロン

点鐘

１２：３０

卓話

横山会員

通常例会

皆さんの参加をお願いいたします。

S AA
出席委員会

