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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

 こんにちは。先週は例

会を休ませていただき檀那

寺である法要寺の役員研

修に参加してまいりました。

法要寺は真言宗智山派の

お寺です。そんなわけで真

言宗宗祖である弘法大師・

空海の生誕の地であり、88 カ所巡りで有名な

四国に行ってきました。 

高知空港に到着まず四国 88 カ所霊場 31

番霊場五大山 竹林寺に行きました。ここは聖

武天皇が中国の五大山に登り文殊菩薩から教

えを授かる夢を見たことから、行基に五大山に

似た霊場を探させて 724 年に開祖されたお寺

です。88 カ所の中で唯一「文殊菩薩」を本尊と

したお寺です。806年～809年にかけて弘法大

師が修行をされたと云う由縁のお寺です。また、

よさこい節のもととなった簪を買ったお坊さん

「僧・純信」が修行をしていた所だそうです。 

皆さんご承知のこの歌の背景には意外な一

面があったそうです。一般的に知られている内

容は、純信というお坊さんが「お馬」という娘さ

んに惚れて簪を買い、お馬に送った。これが知

られて二人で駆け落ちした。しかしつかまって

土佐から追放になってしまったという悲恋物語

です。 

しかし、実は別のストーリーが地元に伝わっ

ています。あるお坊さんがお馬に惚れていた所、

あまり容姿が良くないので相手にされなかった

そうです。お馬は色白で容姿の良かった純信

に惚れていたのでそのお坊さんがやきもちを焼

き、純信が「はりまや橋」のたもとの簪屋で簪を

買っていたと噂話を流したそうです。その結果

純信は愛媛（松山）に追放になりました。事情を

知った松山の親分が寺子屋をさせて純信の生

活が立つようにしていたそうです。純信はお馬

のことが忘れられず人知れずお馬を探し回った

そうです。やっと探し当てたお馬は純信のことも

忘れさっさとお嫁に行ってしまっていたという。

悲恋というのか、男の嫉妬のすえの三角関係

のもつれというのか、女性の薄情さ加減というの

か。高知の人はこちらの話の方がお好きなよう

です。 

このはりまや橋は、ガイドさん曰く「日本一せ

こい名所」だそうです。確かに今は大通りの隅

に赤い欄干がほんのちょっと残っているだけで

した。川もお堀も何もありません。 

行基：奈良代の僧。庶民には禁制だった仏

教を民衆に広め多くの寺院を建立したり、社会

事業にも大変貢献し、東大寺建立の責任者に

任命された日本初の大僧正になったお坊さ

ん。 

2日目に香川県（讃岐）四国88カ所霊場 75

番霊場 「善通寺」 

正式には「屏風ヶ浦五岳山誕生院善通寺」

に行きました。ここは誕生院とある通り弘法大

師・空海がここでお生まれになったことを表して

います。真言宗善通寺派の総本山です。和歌

山の高野山、京都の東寺、と並ぶ「弘法大師三

大霊跡」の 1 つだそうです。ここを訪れることが

今回の研修旅行の大きな目的の 1 つでした。

813 年の落慶で空海の父「善通（よしみち）」の

名を取って「善通寺」としたそうです。 

一泊目は高知市内に宿泊し、二泊目は愛媛

県（伊予の国）松山の道後温泉の旅館に宿泊

しました。道後温泉本館の隣と言って良いほど

近い大和屋本店という日本旅館です。道後温

泉本館は来年から改装工事に入り 10 年間閉

鎖するそうです。 

3 日目は日本最古と言われている道後温泉

に一番近い四国 88 カ所霊場 51 番 「熊野山

虚空蔵院 石手寺」に行きました。ここもお大師

さま（弘法大師・空海）と大変深い因縁があるそ

うです。石手寺と云われる由縁 衛門三郎再誕

伝説ものが有ります・・・土地の豪農であったが

欲が深く人望がなかった衛門三郎の屋敷に托

鉢の弘法大師・空海が訪れたとき再三にわたり

断った。8日目には空海が持っていた鉄の鉢を

奪って叩きつけ割ってしまいました。衛門三郎
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には 8人の子供がおりましたがこのことがあって

から毎年一人ずつ亡くなりました。衛門三郎は

打ちひしがれました。そんなある夜あの托鉢の

僧は弘法大師・空海だという夢を見ました。そ

れから衛門三郎は後悔し空海を探しましたがな

かなか会うことが出来ませんでした。やっと会え

た時には死の間際です。弘法大師・空海が何

か望みはないかと問いかけた所、この地を治め

る人として生まれ変わりたいと言ったそうです。

弘法大師・空海は衛門三郎再誕と記した小石

を左手に握らせました。後に土地の豪族の家

に男の子が誕生しましたが左手を開きませんで

した。お寺に連れていき御祈祷をして頂いたと

ころやっと手を開きました。すると子供が握って

いた石に衛門三郎再誕と記されていたそうで

す。この子が大きくなるとその地をよく治めたそ

うです。このお寺はこのことによって石手寺と改

名したそうです。そしてこの小石が寺宝として祀

られています。 

皿鉢料理、カツオのタタキ、讃岐うどん、道

後温泉など堪能した充実した研修旅行でした。

話は尽きませんがこのくらいにしておきます。 

再来週には浅水ガバナーの公式訪問例会

を迎えます。その事前準備として大貫ガバナー

補佐が本日お見えです。再来週の例会は

100％出席を目指して・・・・・ 

それでは本日も宜しく願い致します。 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

1. 10 月 26 日 第 6 回会長

幹事会 

場所：東武バンケットホー

ル 坂口副会長 田邊幹

事 

2. 10月 30日（日）秋のクリー

ン鴻巣市民運動 ふるさとの杜除草作業 

8 時 30 分～ 会員 12 名、旭科学㈱の従業

員 8名参加 

3. 11月 2日（水）第 5回 25周年実行委員会開

催 

場所：市民活動センター 18時～ 

4. 11月 12日（土）地区大会第 1日 

場所：浦和パインズホテル 

11月 13日（日）地区大会第 2日 

場所：越谷コミュニティセンター 

5. 11月 15日（水）第 7回会長幹事会 

場所：和風レストランとき 

6. 11月 16日（水）ガバナー公式訪問例会 

7. 11月 30日（水）移動例会 献血例会 

場所：鴻巣市福祉センター 

結婚誕生祝い 

結婚月祝い 石井英男 会員 

結婚月祝いありがとう御座

います。私は、昨日飛行機に

て北海道より帰ってきました。

今回ザ・ウィンザーホテル洞爺

に宿泊して来ました。2008 年

7月 1日より G8サミットが開催

されたホテルで素晴らしい思い出が出来ました。

（フロアーの椅子から外観を見ますと、下側に

雲海と洞爺湖が目の前に見えました。） 

結婚は平成 3年で、今年は 25周年妻もお陰

様で元気に頑張っています。祝い品ありがとう

御座います。 



4 / 8 

 
 

お客様挨拶 

RI2770地区 第 5Gガバナー補佐 

 大貫 等様 

ガバナー公式訪問の一

週間前が本来ですが、来

週は地区大会がありますの

で、本日お伺いさせていた

だきました。 

お話に入る前に、ジョン．

F．ジャーム RI 会長から記

念のバナーが送られてきましたので、会長にお

渡しいたします。 

柿沼年度にな

りまして、4 か月

がたちますが、

様々な奉仕活動

のお話を聞いて

おります。ふるさとの杜の整備活動も聞いてお

りますし、また職場訪問もあったということ、津田

パストの先導の元ふれあい鴻巣ウォーキングも

パワーアップを図りたいとの事、エールを送りた

いと思います。また会員も順調に 1 名増強され

たということで大変喜んでいます。この調子でこ

の後もよろしくお願いいたします。財団、米山に

ついても順調に進んでいるようで年度末には

100％以上をよろしくお願いいたします。 

今、ガバナー補佐という立場で回らせていた

だいていますが、ガバナーエレクトという立場で

もあります。その立場で、全国のいろいろな会

議に呼ばれます。財団のゾーンセミナー、会員

増強基盤セミナー、ロータリー研究会などがあ

ります。どの会議に行っても内容は会員基盤の

向上、公共イメージの向上、財団の活用の 3点

です。おそらく来年、再来年もこのように行くと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

ガバナー公式訪問の目的は皆さん重々ご承

知と思いますが、改めてお話しさせていただく

と 1 つ目はクラブのサポートをする、2 つ目はク

ラブと地区の活動、奉仕プロジェクトへの参加

に向けて会員の意欲を高める、3つ目は活気あ

ふれるクラブ、魅力あるクラブとなるため新しい

ことに挑戦することを奨励する、4 つ目はクラブ

の卓越したプロジェクトやロータリアン個人の功

績を表彰する、5つ目は重要な事項についてク

ラブリーダーと話をする、最後にロータリーの重

要な事項を説明する。これはすべてクラブ活性

化につながっています。 

クラブ協議会が行われますので、会員数、増

強、奉仕プロジェクト、財団、米山等クラブの現

況を整理しておいてください。また当日は全員

の参加をお願いいたします。 

会長幹事さんにですが、大きなご質問のある

場合は前もってガバナー事務所に連絡してお

いてください。当日質問されても答えら切れな

い場合もあります。以上諸注意を申し上げまし

た。 

次にガバナー補佐としてのご連絡になります。

第 5 グループの IM を例年では 2月、3月でし

たが諸事情により 12月 2日（金）東武バンケット

ホール上尾にて開催いたします。お手元に校

正途中のパンフレットのコピーをお渡しさせて

頂きました。第 1部式典、第 2部ディズニーラン

ドの元専務取締役の奥山さんという方の「ディ

ズニー流おもてなし術」をテーマ視した講演、

そして第 3 部懇親会を盛大にやりたいと思いま

す。ぜひとも全員のご出席をお願いいたしま

す。 

ガバナー公式訪問の案内と IMの案内をさせ

ていただきました。 

委員会報告 

社会奉仕委員会 寺西修身 部門長 

先日日曜日の「ふるさと

の杜」清掃作業、本来 2時

間の予定でしたが機械作

業もあり、小畑会員の社員

の方を含め 20名の参加を

いただき、わずか 30 分で

終わることができました。 
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親睦委員会 加藤文男 委員長 

12 月 14 日クリスマス例会

のボーリング大会のご案内を

します。日時は、例会の前日

13 日(火)ですので宜しくお願

いします。 

コンサートについて 宮内たけし 会員 

2017 年 2 月 20 日長山洋

子さんが、クレアこうのすに

来ます。チケットの予約申込

を、まとめて受け付けていま

す。11 月 30 日を期限とさせ

ていただきます。 

ＲＩＮＲＩ NETWORKに宮内の体験報告が載

っています。ご一読ください。 

会員卓話 津田健三 会員 

今日の卓話のテーマは

「どうしても、じっとしては

いられない」というテーマ

です。 

1 つは少子高齢化がどん

どん進み、日本は大変な

ことになります。 

1）国益を損なう 

2）経済の縮小がすすみ、不景気になる 

3）本人の寂しさと不幸が始まる 

4）人間として楽しみがない 

今でも空家が増えて来ています。私が良く食

べに行く北海道ラーメン屋まで約 1.2ｋｍありま

すが、毎年のように空家が増えて、今では 5 軒

になっています。 

良く「人口の数は国力だ」と言います。何とい

っても人口を増やさなければなりません。それ

には結婚を奨励し、子供を増やさなければなり

ません。 

幸い我が地区にはブライダル委員会が早く

からあり活動していますが、これをもっともっと

地域化し、拡大し、全国レベルで展開すべきと

考えます。我が地区のブライダル委員会が中

心になって、先ず地区内クラブにブライダル委

員会を設け、そして全国 34地区 2,274クラブに

展開すべきと考えます。是非、皆さんの賛同を

得て早急に進めていただければと思います。 

先日、社会奉仕部門委員長の丹井さんにも

お話しました。 

1． 団塊の世代の引退が進むにつれて各地で

人手不足が目につくようになった。完全雇

用の状態、今や地方は人手不足が深刻、

建設業や運輸業、女性の運転手が増えて

いる。造船の現場では外国人技能実習生

がいなければ生産がおぼつかない。介護

の分野も。 

2． 私共の会社も外国人実習生今 27 人おりま

す。国はインドネシア、タイ 

3． 鴻巣市長はいつも人口減を心配している。

地方創生の総合戦略の中で主なテーマと

して大きく掲げている。 

◎人類に奉仕するロータリーであり、国、

地域への奉仕が最も身近でより大切と

考える。 

◎みんなで危機感を共有し、早期に対処

しましょう。 

 

次に、私共のクラブが創立 25 周年を迎えま

す。記念事業として何をすべきかが問われてい

ますが、私は今迄やって来た「ふれあい鴻巣ウ

ォーキング」大会を市の健康づくり部とタイアッ

プして、今迄と違った大きな大会としたいと考え

ます。 

時間がないので実は 2回程市役所の健康課

を訪ね、歩くことの大切さを説き、健康な町づく

りに協力したいと私の考えをお話ししてきました。
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そして、来る 11 月 8 日（火）午後 2 時 30 分に

市の役員の方々との意見交換、相談の場を設

けることにしました。当クラブからはウォーキング

実行委員長の木下氏、25 周年実行委員長の

松本氏、そして山口氏、石井氏、私の 5 人とレ

クリェーション協会の会長の田島氏、副会長の

渡辺氏の 2人、合計 7人で当方からは参加しま

す。市役所からはどなたが出席するかは不明

ですが、健康づくり部の部長さんはじめ、スポ

ーツ担当の課長さんも含め、数人とのことで

す。 

何としても市民の多くの参加を得、大きな大

会へと発展させたいと思います。 

花チャリティー 間室照雄 会員 

チョコレートコスモス 

日本へは大正時代に渡

来した花で多年草です。

名前の通りコスモスの仲間

で、花がチョコレートの香り

がすること、色もチョコレー

ト色のためにチョコレートコ

スモスと呼ばれています。

日当たりが良く、水はけのよいところに地植え

すると、毎年花が見られます。 

根は肥大して、ダリヤ

のような球根ができます。

夏の暑さには弱いので、

日中は木陰になるような

所が良いと思います。 

 

 

広報雑誌委員会 松本安永 委員長 

11月号ロータリーの友紹介 

記事を 2 つ紹介させ

ていただきます。 

縦組み 26ページ 

ROTARY AT WORK 

桶川 RCの新事業 

第 1回少年野球大会 

縦組み 25ページ ROTARY AT WORK 

東松山むさし RC の寄贈した桜のメンテナン

スの記事には十周年時に桜を 100本、20周年

にベンチを 7 台、以来地区補助金の活用で草

刈り機の購入など参考になる活動ではと取り上

げました。 

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

会員紹介のページは 20周年の時のものに、

さらに仕事を離れた趣味やボランティア活動も

紹介していきたいと考えています。そろそろ原

稿依頼を出しますのでよろしくお願いいたしま

す。 

本日 6 時から、市民活動センターにおいて

委員会を開催いたします。 
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出席報告  山口光男 委員長 

 
 

 

 

スマイル報告       寺西修身 副 SAA 

 

 
 

 

 

前回までの合計 322,442 円

本 日 の 合 計 27,000 円

次回繰越金合計 349,442 円  
 

 

 

 

編集後記 

11 月は行事が多い月です。月初めから○○

マーチ、○○祭り、○○フェスティバル、○○

バル、○○大会、××ゴルフコンペ。それでも

仕事は待ったなしで答えていかなくては、まだ

月半ば。くれぐれも健康にご留意ください。 

 YM 

 本日 修正 

 11月 2日 10月 26日 10月 19日 

 1169回 1168回 1167回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 22 17 16 

欠 席 数 10 16 16 

例会出席率 68.75% 53.13% 50.00% 

Ｍ Ｕ 数 1 7 6 

合計出席数 23 24 22 

出 席 率 71.88% 75.00% 68.75% 

お客様スマイル 

 大貫 等様…本日は、宜しくお願い致します。 

 岡村哲也様…12月 2日(金)に行われます第 5グループ 

IM におきましては皆様の参加をお待ちして

おります。 

個人スマイル   

 馬場知行会員…しばらくぶりに例会出席しました。 

 山口光男会員…津田会員、本日の卓話よろしくお願い

します。 

スマイル 1  大貫ガバナー補佐様、鴻巣水曜 RC へよう

こそ。ご指導宜しくお願いします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三

会員・馬場知行会員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮

江郁夫会員・加藤文男会員・井上脩士会員・大澤二三

夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・

田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津子会員・細野潤

一会員・木下純一会員・青木日出光会員・宮内たけし会

員 
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11月 16日

（水） 

第 1171回通常例会 

ガバナー公式訪問 

11月 23日

（水） 
法定休会 

11月 30日

（水） 

第 1172回移動例会 

12:00～16:00  献血 

総合福祉センター 

12月 2日

（金） 

第 1173回移動例会 

第 5グループ IM 

東武バンケットホール上尾 

12月 7日

（水） 

第 1174回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

地区出向報告 

12月 14日

（水） 

第 1175回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

熊谷ガーデンパレス 

12月 21日

（水） 
振替休会（12月 2日の振替） 

12月 28日

（水） 
振替休会（12月 31日の振替） 

12月 31日

（土） 

第 1176回移動例会 

大晦日・初詣    宝持寺 

1月 4日

（水） 
法定休会 

1月 11日

（水） 

第 1177回通常例会 

結婚・誕生祝い 

会員卓話 各会員新年の抱負 

広報・雑誌  花チャリティー 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 

第 1170回例会  11月 13日（日）     地区大会 2日目 

越谷コミュニティセンター 
 


