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本日、ローターアクトが 19：30 より川崎産業振興会館に
て開催されます
宏樹

よろしくお願いします。

会員

自己紹介させて頂きます。ありがとうございます。
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出井さん、内田さん、卓話楽しみにしています。
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委員会報告
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須山

文夫

委員

地区より 2013-14 年度 RYLA の案内が来ております。
様

会員各企業で 18 歳以上（高校生不可）30 歳以下の対象者

12 月 2 日（月）教育文化会館でのエチオピア民族舞踊団公

がいらっしゃる会員の皆様は是非ともご推薦のほどお願

演のご協力御礼とご案内にまいりました。

い致します。今年度は「三浦ふれあいの村」において避難

川崎ロータリークラブ

守屋

勇志

様

所生活を体験し危機管理について研修するセミナーです。

7 クラブ対抗戦、3 位入賞ありがとうございました。

奮ってご推薦のほどお願い致します。

鈴木

親睦委員会

昇二

会長

水口

衛委員長

地区大会ご参加の皆様おつかれさまでした。

11 月 6 日 3 ｸﾗﾌﾞ合同例会が日航ホテルであります。

出井会員、内田会員、卓話宜しくお願いします。

11 月 13 日職場訪問の後中華街で移動例会があります。

牛山

ゴルフ同好会

裕子

会員

白石

浩司会員

出井さん、内田さんイニシェーションスピーチ

7 クラブ対抗戦、優勝してきました。応援ありがとうござ

楽しみです。

いました。

沼田

直輝

会員

会員卓話

出井

宏樹

会員

会員みな様のご声援のおかげで先日の 7 クラブゴルフに優

川崎大師平間寺の出井宏樹と申します。

勝させて頂きました。

今年の七月に川崎大師ロータリークラブに入会させて頂きまし

伊藤

て、有難うございました。

佳子

会員

出井さん、川崎大師ロータリー入会ありがとう存じます

入会して早三ヶ月が過ぎ、毎月の例会に出席するのが精一杯で、

今日の卓話楽しみに出席いたしました。

中々皆様のお力になれませんが、これから更にご指導を頂きまし

宮山

て川崎大師ロータリークラブの一員として頑張りたいと思いま

光男

会員

川崎大師ロータリークラブ

週報

第 15・16 号

２０１３年１０月３０日

発行

2頁

Engage Rotary Change Lives ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

2013-14 年度 第 2590 地区

す。 自己紹介というこ

緒の生活をして、いろいろなことを教えて頂きました。毎朝の勤

とですので、私の生い立

行を終えるといつもお叱りを受けましたが、今では大変有難いこ

ちをお話しさせていただ

とと感謝しております。 川崎大師平間寺に入寺して37年目とな

きます。 私は埼玉県北

ります。昨年還暦を迎えました。川崎大師平間寺では、執事職を

東部にあります羽生市に

務めております。大本堂では護摩修行を行い、総本山智積院、成

生まれました。人口六万

田山新勝寺、高尾山薬王院をはじめとする他の寺院との連絡・調

人弱の小さな市です。利根川に隣接した田園風景が広がる関東平

整役を行っております。当山外の役職としましては、真言宗智山

野の中心部にあります。市の東側には、東北自動車道の羽生イン

派の教学振興会理事、茶道裏千家の淡交会川崎支部・副支部長を

ターとパーキングがあります。 羽生市の特色としては、食虫植

勤めております。 私の趣味として、川崎大師玉藻句会の毎月の

物の天然記念物・ムジナモの生育が有名です。産業面では、当初

句会に参加しており、俳句雑誌「玉藻」の同人会にも入っており

被服と繊維の町として発展してきましたが、現在では工場団地が

ます。私の俳号は「岳風」といいます。またお花は、京都・大覚

整備され、大手の企業やイオンモールなどの新しい形態の商業施

寺の嵯蛾御流の川崎大師華道教室にも属しております。スポーツ

設も進出しております。 私はその羽生市にあります寺院の四人

は近所の方々とゴルフを楽しんでおりますが、以前は野球もして

兄弟の三男坊として昭和二十七年に生まれました。

おり、平間寺柏葉チームにも属し監督も務めましたが、今は総監

私の父は、寺の住職と共に高校の教員もしておりました。毎日

督として名前だけ残っています。浅く広くいろんなことをしてき

忙しく働いており、子どもにあまり関わらなかったようです。

ましたので、中々成績は芳しくありませんが、余裕ができました

母は、長兄が病気がちで掛かりきりでしたので、私は高校生まで

ら、皆様と共にスポーツにも参加したいと思っております。 私

は自由奔放に育ちました。小さい時には短パンにランニング姿で

の家族は、母と妻と子ども二人、孫が二人です。子ども達はそれ

野山を走りまわっていました。また寺の裏側には小さな川が流れ

ぞれ独立しまして、今は母と妻との三人で暮らしおります。 現

ていて、魚とりをしたり、泳いだり、蝉取りなど自然に囲まれて

在私は一ケ月の半分を単身赴任しております。自宅が少し遠いも

過し、楽しい時間でした。ただ、朝は早く起こされご本尊様の前

のですから、何かと皆様にはご迷惑をおかけしております。

での勤行だけは厳しく指導されました。 その後大学に入る頃か

どうぞこれからも川崎大師ロータリークラブの一員として頑

ら私の人生は大きく変わりました。長兄の逝去に伴い、宗門の大

張りたいと思いますので、御指導、御鞭捷をお願い申し上げます。

正大学に入学、更に二年生の時に父が遷化（急逝）しました。真

名前ですが、「いでい」ではなく、「でい」ですので、宜しく

言宗智山派総本山である智積院での僧侶としての最初の修行を

お願いします。

終えて、一週間目のことでした。入壇し僧階を頂くと住職を勤め

会員卓話

内田

省治

会員

られることができます。それを待っていたかのように急逝しまし

内田と申します今後ともよろしくお願いします。

た。 右も左も分からず、昭和四十八年六月、二十歳の時に自坊

娘の夏樹（元・ロータリー財団奨学生）の方がこちらの

である正覚院・第三十九世の住職となりまして、お檀家の皆様の

ロータリーでは、皆様に

協力を頂きながら何とか勤めてまいりました。その当時の総代世

は な じ み が 深 い ので は

話人のかたも何名かはロータリークラブの会員だったと記憶し

ないでしょうか。9 月に

ております。 大学を卒業して一年目に川崎大師のお正月のお手

入 会 さ せ て い た だき ま

伝いに来ましたのが川崎大師とのご縁の始まりで、先代高橋隆天

したが、9 月はがんばっ

貫首との出会いでした。川崎大師のお正月は私の想像をはるかに

て 一 生 懸 命 毎 回 出席 し

越える忙しさで驚きました。そして先代の高橋隆天貫首から声を

ましたが、10 月は残念な

かけていただきまして、昭和五十一年に入寺いたしました。川崎

が ら 今 日 が 最 初 の出 席

大師には寮がありますが、その当時は先代貫首と朝から晩まで一

です。私には 3 人娘がおりまして、3 番目の娘が行田に嫁
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いでいきまして、先週第一子が生まれました。私にとって

人っ子だったので、子供は多い方が楽しいなと思っていま

は 3 人目の孫になるのですが、孫の顔をみに一昨日行田ま

す。私が 40 歳の時に今の会社を創り独立しました。私は

で行ってきました。長男の所にも二人目が生まれ、一姫二

税理士の資格はないのですが、税理士さんと共同経営で、

太郎で上は、え・・・。孫の名前を忘れてしまいました。

会計事務所と経営コンサルタントをさせていただいて現

ここ一か月二か月で孫が二人増えたのが、非常にうれしい

在も行っております。入会時「川中島総合型スポーツクラ

話です。これが「公私」の方の「私」のほうで、「公」の

ブ」ということで、登録しようかと思っていましたが、

方は、先ほどご紹介頂きました有限会社エアーズという会

そちらは半官半民ではないですが、国のスポーツ政策で作

社を私を含めて 4 人で営んでおりますが、そのうちの一人

られているスポーツクラブでして、収入はなく国の補助金

が独立退職するとのことで、今まで非常に楽をして若い人

という事で会費は自分の会社から捻出するので、登録は自

たちに任せて、自分は監督していたのですが、4 人しかい

分の会社ということになりました。川中島総合型スポーツ

ないうちの 1 人がいなくなるというのは、大変なことでそ

クラブとは竹中さんや秦さんと PAT 活動を経て区 PTA・市

の分誰かがやらないとならないのですが、では誰がやるか

PTA の副会長の役職を受けさせていただき、そんな中で川

と言えば、私がやらないとならないため、そのため走り回

崎市人事課から突然川崎市の教育委員に任命され 1 期 4 年

っておりバタバタしております、折角お仲間に入れていた

つとめさせていただいた関係から、体育協会よりスポーツ

だいたのですが、お許しいただければと思います。

クラブをやってほしいとのことでしたので、ほとんどボラ

私は昭和 29 年に鶴見区で生を受けたのですが、母が埼

ンティアではありますので、地域の活性化という意味で、

玉県の加須市、父が同じ埼玉県の寄居町というところの出

小さいお子さんからご年配の方までは、年代格差が出来て

身でして、横浜で両親は出会い生を受けました。残念なが

しまい一堂に会して行うことが難しくなっている。地域と

ら私は一人っ子でして、兄弟がなく淋しい思いをしました

いうのは古くからいた方々と、新しく来た方々との融合が

が、そんな中育ててもらったということは、ありがたいこ

うまくいかないというところが現実的にあるのですが、ス

とです。小学校は本来なら、鶴見の入船小学校のはずだっ

ポーツを通して年代格差とか、地域の新旧の問題を改善し

たのですが、豊岡小学校に入学いたしました。中学校は鶴

ていけたらと考えスポーツクラブをやっております。いろ

見中学校に入学し、そこから野球部に入部しました。実は

んな話をしているときりがないので、今後とも出来る限り

鶴見中学校は野球部が弱く毎回一回戦負けしてしまうの

努力して、クラブにも出席して皆さんとも親交を深め、い

で、1 年生の時の担任が陸上部顧問であったので、多少足

ろいろと教えを乞いたいと思っておりますので、今後とも

が速かったので、ほとんど陸上の練習に行っていました。

よろしくお願いいたします。

ほぼ 3 年間陸上の大会で三ツ沢に通っていました。野球と

次回例会 10 月３０日（水）
卓話「暴力団情報について」

陸上を中学校の間やっていました。高校は県立の鶴見高校
に通っており、増田さんは後輩に当たるとここに来て知り
ました。
高校でも高校野球をやっていて、高校 2 年 3 年とベスト
16 に入りました。大学は駒澤大学に進学して野球をやろう
かと思っていましたが、体格が頭一つ違うので、こんな中

講師

高橋

基

様

：クラブ会報委員会：
増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明
竹中裕彦／水口

衛／岩井茂次／中村

孝

でできないので、大学では野球をやらずに高校の監督を一
年させていただきました。大学を卒業し 16 年間会計事務
所に勤務しておりました。そのときに知り合った方と結婚
し娘 3 人息子 1 人と 4 人の子供をもうけました、自分が一

11 月 6 日

3 クラブ合同例会（日航ホテル）18：00

11 月 13 日

職場訪問

大師駐車場集合 14：00

移動例会

中華街「菜香新館」18：00

11 月 15・16・17 日

RC 千＆グレン杯

全国野球大会
川崎大師ロータリークラブ
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