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第３３７回 合同卓話 野口白汀先生  
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本日のプログラム10月6日（水） 
親睦例会  誕生祝い 

野口先生と熊谷東RC・熊谷南RC会員 
 

書道家・野口白汀先生 
 

55年前の写真を受取る野口先生 
 

(写真右)熊谷東RC・蛭川会長 
 

修学旅行費用を受取る 
サンティロ・ローズさん 

李会長より花束を受取る野口先生 
 

誕生祝いを受ける小野寺弘行会員 
 

誕生祝いのケーキとコーヒー 
 

会員奥様も卓話に聞入る 
 



 
 

 
 
会長  李 一孝 

 
皆さん今晩は 
今日は親睦例会であり、野口先生の卓話となってお

ります。 
こうやって一年に一度野口先生のお話を聞けるのも

ロータリーに入会した御陰だと思っております。ロ

ータリーの例会で何かしら勉強できると言うことは

とても素晴らしいことだと思います。 
 私はいくつかの歯科の学会ならびに勉強会に所属

していますが、ある学会をまとめている先生が会員

向けに面白いことを言ってました。それを私の意見

をまじえてお話ししたいと思います。 
 一番目に学会は皆で学問を研鑽する場所です。一

年に一度は必ず出席してください。学会に出て勉強

し、患者様に有益な情報を入手して自分の診療所に

戻りそれを実践してください。 
 ロータリーの例会に出席して奉仕の心を学び、各

自の職場や活動する場で奉仕を実践する。というこ

とと同じで例会出席義務に当てはまります。 
 二番目に学会の運営のため会費の納入を速やかに

お願いします。日本顎咬合学会という学会があり全

国の歯科医師の約 6000 人が会員になってます。ち
なみに埼玉県の全歯科医師数は 3000 人ですから規
模の大きさがご理解いただけると思います。当然歯

科界に対する影響力も大きい学会です。これだけ大

きくなると運営がとても大変で、なにをするにして

もかなりの費用がかかります。 
これはロータリーの会費の納入義務にあてはまりま

す。 
 三番目に学会誌を必ず読んで下さい。会員が投稿

した論文を読んで最新の治療を学びましょう。又他

の開業医が今どんなことを考え、どのように診療し

てるか絶えず情報を集めておきましょう。自分を信

頼してくれる患者様のために絶えず学びましょう。

会員の皆様のために学会誌の質の向上に努力してい

ます、と話されていました。 
 ロータリーの友は隅から隅まで読むとロータリー

とは何か？日本各地および世界中のロータリアンが

どんな風に活動しているのか解ってきます。人生に

おいて参考になる、とても含蓄のある話もあります。

これはロータリーの友を読みましょうという購読の

義務にあてはまります。 
 皆さんご自分の業界の雑誌など読んでいると飽き

てきて読まなくなってしまうこともあると思います。

でも何とか我慢して読んでいると必ず何か学ぶこと

があるのではないでしょうか？ 

エレクトの一年間で思ったことはロータリーは自己

啓発の場であるということです。ロータリーを人生

勉強学会と考えればこの３大義務は良く理解できま

す。 
 年輩で人生を悟った方は後輩を育てることを考え

ていただきたいです。これから悟ろうと悩んでいる

人同士は大いに語らい、話し合っていただきたいと

思います。 
 今日の野口先生のお話が会員の人生の勉強の役に

立つことを願っています。 
 
 
 
 
 

会長  李 一孝 
 
 野口先生には大変お忙しいところ卓話においでい

ただき厚く御礼申し上げます。また東クラブの皆様

ようこそおいでいただきました。東クラブの会員の

方とより親交が深まるようにということで今回企画

しました。合同で野口先生の卓話を聞くことができ、

たいへんうれしく思っております。 
貴重な卓話の前ですが先生の書に対する私の思

いを述べさせていただきます。今年、野口先生と気

持ちの通じるところがあり、現在7点の作品が診療
所にあります。待合室や患者様が座るところから見

やすいところにおいてあります。ちょっとしたミニ

ギャラリーという感じです。医院の雰囲気ががらっ

と変わりました。表具も色使いが素晴らしくセンス

良くなされています。先生のお弟子さん達も見学に

いらっしゃるくらいです。 
最初は病んでいる患者様の心を和らげるように

と考えていました。 
飾ってある字は私のつたない人生の中で感じた信念

に沿って選びました。そういう字を書いていただい

たせいか、診療の始まる前や治療している間のちょ

っとした時間にその字を見た瞬間、その字が持つ言

葉のエネルギーが心に響く事を実感しました。書と

いう物がこれほど心に影響するとは正直思っていま

せんでした。 
実のところ私は芸術という物に対して非常に敷

居を高く感じていました。芸術に対し造詣の浅い人

間が良い作品を持っても、感じることが出来なけれ

ば意味がないと思っていました。自分の診療室に良

い物を置いても医療の質があがるわけでもないだろ

うし、そういうお金があったら最新の医療器具の購

入に当てるべきだとも思っていました。 
しかし今は先生の作品を見て、日々反省し、日々

楽しく、日々心が洗われる毎日です。先生の作品が

合 同 卓 話 ・ 開 会 挨 拶

会 長 挨 拶 



私の歯科医師としての倫理観を維持するための心の

支えにもなっております。先生の作品には人間の生

活を深める力があると感じました。本日は卓話宜し

くお願いします。 
以上開会の挨拶とさせていただきます。 
 
 

 
 

書道家 野口白汀 先生 

 
野口白汀先生の書道人生50数年、人との出会い、
失敗談を通じ我々への人生のアドバイスを頂きまし

た。 
敗戦後ご両親を 15 歳位で亡くされ、食料にも困
る中、助けてくれた恩人に対する感謝。生きていく

にはどうしたらいいかと考え、国がある限り国語は

ある。国語がある限り書・文字はあると考え、「私は

日本の文化の書道をやって行きたい」と決心。せっ

かくやるのではお習字ぐらいやってチャラチャラや

るんじゃ駄目だ。これは命賭けようという気になっ

てこの道に入ったそうです。 
 また 1953(昭 28)年に松井如流先生との出会い。
師弟関係。師匠の暖かい厳しさ。海外での活躍。

NHK に出演しての生放送の緊張感が生む迫力等々。 
 総括として書道人生「かきくけこ」を披露。 
「か」---人間生きている限りは感動がある人生を過
ごさなかったらつまらない。感動がある人生は

幸せ。真っ白い紙の上に墨を「ワー」とつける。

ありがたい。贅沢。「ウー」という感じがする。

これが感動のある私たちの第一歩なんです。 
輝き、さわやかさ、響きに香りがつかなければ

駄目。品格がそなわれば最高。 
「き」---緊張感 特に執念が大事、ご自分では下手
だけど集中力でやってきたとの事。 

「く」---くつろぎ（ゆとり） 緊張ばっかりしてい
たらノイローゼになってしまうのでくつろぎが

必要。書道でいえば余白（書いてないところ）。 
りきまない、楽しさ、その奥には心の豊かさ 

「け」---決断 筆をおろした時の一瞬の決断、間違
えの無い決断が出来るかどうか。 
それには自信がなければ駄目、努力してないと

駄目、実力が無いと駄目。 
「こ」---好奇心 今までと同じことをやっていては
駄目。いつも新しい気持ちで挑戦する。 
発見があり、発明があり、人がやらないことで

一つでも成功があれば今までの失敗は挽回でき

ます。 
付け加えて、上手な字は一生懸命書けば誰でも上手

になれる。理屈をこねてやれば誰でもできる。理屈

はなし、上手じゃないんだけれどいい字を書いて下

さい。 

何かに興味を持ったらいい絵、いい字、いい書、う

まいのはいらない。 
ご自分の字を評して、下手だけど何かある。（素朴で

あり、たくましさがあり、勢いがある。元気がある。） 
最後のメッセージとして、字を愛する。友達と信

じあう。思いやりがあれば必ずチャンスは訪れます。 
 
野口白汀先生・本日の俳句 
「日をかさね書のたしかさに深まりし」 

 
 
                                                                                                                    

 
 

幹事 棚澤 正行 

1. ガバナー事務所より 
・ 特定非営利活動法人ロータリー日本財団

への寄付，送金明細書 
・ 財団寄付の振込口座一覧 
・ 献眼登録者名簿 
・ インターネット速報 

2. 深谷東ＲＣより 
  ・ 例会変更のお知らせ 
3. 熊谷東ＲＣより 
・ 会報 

4. 川越ＲＣより 
・ 事務局移転のお知らせ 

5. 地区より 
・ 米山委員長宛にカウンセラー研修会の案

内 
・ Ｒ財団委員長宛に地区補助金プロジェク

トの案内 
・ 100年記念委員宛にロータリー創立100周
年記念委員会開催について   

6. 熊谷市社会福祉協議会より 
・ 赤い羽根募金についてのお願い 

7. 米山記念奨学会より 
・ 寄付金納入明細票，ハイライト米山 

8. 青少年交換委員会より 
・ 34 期派遣生の「月次報告書」並木香里さん
のがきております。 

 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日 9月29日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ １７ ２２ ０ ４４％ 

 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 

合 同 卓 話  



お客様 
サンティロ・ローズさん 
李会長令夫人、横堀会員令夫人、棚澤会員令夫人 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

李一孝会長 

今日で会長になり4ヶ月たちました。これからも

有意義な例会作りに幹事と力をあわせてやってい

きたいと思います。今日は野口先生の卓話で何か

吸収していただきたいと思います。 

棚澤正行幹事 

本日は、東クラブと合同で野口白汀先生の卓話を

拝聴する事になっております。他クラブとの合同

の行事、不慣れで行きとどかない事が多いですが

会員の皆様の厚い友情でごかんべん下さい。よろ

しくお願い申し上げます。 

横堀しのぶ様 

こんばんは。野口先生のお話をとても楽しみにし

ておりました。今ばんはよろしくお願い致します。 

棚澤祥美様 

 こんばんは。先生のお話楽しみにしています。 

こんばんはよろしくお願いいたします。 

小野寺弘行会員 

 誕生日を祝っていただき有り難うございます。 

馬場孝会員 

 皆さんこんばんは。先日26日のゴルフで妻沼ゴル

フ場において1イーグル、２バーディーの38、35

トータル73（１オーバー）でした。これも日頃み

なさまとゴルフをご一緒させていただいているか

らだと思います。10月19日東クラブとの合同ゴ

ルフコンペでも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


