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第 2026 回（本年度 第 20 回） 例会 平成 26 年 11 月 19 日   晴れ 

  

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘              竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員 

                  「奉仕の理想」 

本日のゲストの紹介        竹中 裕彦 会長 

漢城ロータリークラブ 

国際親善委員長 第３６５０地区副委員長 

宋 貴英 （ソン キュイヨン）様 

会長  李 英華 （イ ヨンホウ）様 

幹事  楊 承原 （ヤン スンウォン）様  

 

川崎大師ローターアクトクラブ 

幹事  陳 海鋒 （チン カイホウ）様 

卓話者の紹介            竹中 裕彦 会長 

川崎大師ＲＣ           宮山 光男 会員 

来訪ロータリアンの紹介     矢野 清久 親睦委員 

本日来訪ロータリアンの方はございません。 

今週の花言葉          横山 俊夫 花委員長 

フリージア（黄色）    花言葉・・・「無邪気」 

和名はコウセツラン（香雪蘭） 南アフリカのケープ地方 

に１０種あまりが分布しているが、オランダでの品種改良 

により現在では１５０以上の園芸種が存在する。 

花言葉は花の色により異なります。 

 

会員入会祝 

鈴木 幹久 会員        1987 年 11 月 4 日 

嶋崎 嘉夫 会員        1995 年 11 月 1 日 

会員誕生祝 

安藤 賢一 会員・細谷 重徳 会員・横山 俊夫 会員 

清水 宏明 会員 

奥様誕生祝 

横山 俊夫 会員奥様           雅美 様 

矢野 清久 会員奥様           綾子 様 

大崎 克之 会員奥様          千穂身 様 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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Light Up Rotary ロータリーに輝きを                2014-15年度 第 2590 地区 

本日、猪狩新会員が入会されました。 

 

会長報告             竹中 裕彦 会長 

① 地区大会について報告が有ります。大野ガバナーと 

岩宮大会委員長から地区大会の御礼状が届いています 

② 大野ガバナーの社会奉仕活動報告の中で一番に、当ク 

ラブのリアル交通安全教室が取り上げられました。 

また長寿会員の部で久保、布川、船山、野沢、寺尾、 

長島、各会員が紹介され記念品を頂きました。 

新会員の永松、渡部、髙濵、大崎、各会員とローター

アクトも紹介されました。 

③ 2017～18 年度ガバナーノミニー候補者推薦依頼が届

いています。1/14締切です。 

④ 11/3日付けで、大本山川崎大師平間寺様より出井会員

が執事長に就任されました。おめでとうございます。 

 

 

幹事報告             岩井 茂次 幹事 

① 次週１１月２６日の例会は、信徒会館２階大広間にて

行います。 

② 地区大会のプログラムが受付にございます。欠席され

た方はお取りください。 

③ 横浜西ＲＣ主催で１１月２７日関内ホールにて行われ

るクラシックコンサートのご案内が届いておりますの

で回覧いたします。 

④ その他、「薬物乱用防止」の冊子、「２５３０地区・

福島にこらんしょ」の冊子が届いておりますので回覧

させていただきます。 

⑤ 他クラブの「会報」「例会変更」が届いております。 

 

委員会報告       

ロータリー財団            渡辺委員長 

9/26 日に信徒会館の祈祷殿で、ロータリー財団の寄付が、

どのような使われ方をされているかという事で、神奈川県

トラック協会、大師区役所、大師中学校と地域の方々、約

700 名が参加されました。 

また、この奉仕活動について、地区から 30 万 6 千円頂い

ております。 

親睦委員会              矢野委員長 

12/17 に横浜ベイシェラトンにて年忘れ家族会移動例会が

行われます。17 時半受付、18 時点鐘になります。 

本日より出欠の回覧を致します。 

草野球同好会              中村監督 

10/29 日、神奈川大会において、優勝してまいりました。 
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また 11/14 から久留米で全国大会が有りましたが、一回戦

にて惜敗致しました。皆様のご協力に感謝いたします。 

ゴルフ同好会             白石委員長 

10/30 日、7 クラブ親睦ゴルフコンペにて、団体優勝致し

ました。 

11/27 日に第一回竹中年度、川崎大師 RC コンペを行いま

す。姉ヶ崎カントリークラブにて 9 時集合です。 

出席報告           沼田 直輝  出席委員 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

2026 回 57 47 34 13 72.34 ％

2024 回 57 57 57 0 100.00 ％

14 修正出席率 124.56 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　  

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

坂東 保則 副会長  

川崎中央ＲＣ          中村 紀美子 様 

例祭では大変お世話になりました。（平間寺様、船山様、 

嶋崎様、清水様、髙濵様） 

宮山 光男 会員 

漢城ロータリークラブの皆様ようこそお越し下さいまし

た。 

船山 昭三 会員 

久しぶりに出席致しました。何かと嶋崎会員にお世話にな

っております。今後とも宜しく。 

竹田 正和 会員 

鈴木さん先日の３クラブでは大変お世話になりました。 

野沢さん先日は大変お世話になりました。 

漢城 RCの皆さんようこそ大師へ。 

野球部の皆様お土産ありがとうございます。 

 

野沢 隆幸 会員 

沖縄、浦添 RC を訪問。メンバーの中に川崎大師信徒会館、

林泉の間の「春夏秋冬」の障壁画を描かれた結城天童画伯

の身内の人がおられ、画伯の思い出話にひと時を過ごしま

した。 

沼田 直樹 会員 

7 クラブゴルフ、神奈川野球大会、全国選抜野球大会へ参

加の皆様、大変お疲れ様でした。相も変わらず珍道中でし

た。 

安藤 賢一 会員 

猪狩さん入会おめでとうございます。一緒にロータリーを

楽しみましょう。 

宋さんはじめ、漢城 RCの皆様ようこそおいで下さいまし

た。来年５月にはお祝いに伺います。 
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中村 眞治 会員 

選抜野球大会出場の皆様には大変お疲れ様でした。 

会員の皆様のご支援に感謝申し上げます。 

矢野 清久 会員 

野球部の皆様お疲れ様でした。お土産ありがとうございま

す。 

水口 衛 会員 

宋さん李さん陳さん、ようこそ川崎大師へ。 

全国草野球出場の皆様お疲れ様でした。体中が痛いです 

横山 俊夫 会員 

出井会員執事長ご就任おめでとうございます。 

妻共々誕生祝ありがとうございます。 

白石 浩司 会員 

７クラブ親睦ゴルフ大会で大師 RCが団体優勝しました。 

ゴルフ同好会より寄付させて下さい。 

先日野球の全国大会で福岡参加の皆さんお疲れでした。 

 

鈴木 昇二 会員 

地区大会に出席の皆様お疲れ様でした。中村ガバナー補佐

ごちそうさまでした。鈴木幹久先輩ごちそうさまでした。 

岩井 茂次 幹事 

漢城ロータリークラブの皆様ようこそお越しくださいま

した。 

猪狩さんご入会おめでとうございます。楽しいロータリー

ライフをお過ごしください。 

宮山さん、卓話を楽しみにしております。 

竹中 裕彦 会長 

漢城ロータリークラブの皆さん、ようこそ川崎大師ロータ

リークラブへ。 

猪狩さん入会おめでとうございます。これからロータリー

ライフを一緒に楽しみましょう。 

宮山さん卓話宜しくお願い致します。 

久留米遠征の草野球同好会の皆さん、お疲れ様でした。 

あの頼りないセンター４番はクビですね。猪狩さんと交代

です。 

 

 

本日のニコニコのテーマ 

漢城ロータリークラブの皆様 

ようこそお越しくださいました。 

船木幸雄・中村眞治・増田昌美・牛山裕子・坂東保則 

野沢隆幸・内田省治・大藪善一・遠藤悦弘・宮沢和徳 

石渡利治・鈴木幹久・石渡勝朗・布川二三夫・中村孝 

永松慎太郎                各会員 

 

本日の卓話  

会員卓話               宮山光男会員 

 戦後の昭和 24 年 9 月 23 日に、現在の川崎市川崎区旭町

2-4-4 天台宗医王寺の第 29 世住職宮山隆健の次男として

この世に生を受けました。三人兄弟です。長男は、私より

４つ上がおりまして、後を継がなくて、先代が厳しく扱っ

て、寺を出て行きました。そこで、私に御鉢が回ってきま
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した。 

 経歴を申し上げますと、地元の若宮幼稚園、実際今無く

なってしまいました稲木幼稚園に入る予定だったんです

が、稲木幼稚園は満杯で断られちゃいました。私の年代は

皆様が御承知のように戦後の第一次ベビーブームの一番

多い年の最後の年でございます。昭和 22,23,24 年の３年

間で 750 万人と一番多く、生まれた時から宿命、全部ライ

バルです。ライバルを引き落とさないと上へ行けない。そ

れで、旭町小学校、小学校の時にガキ大将で、背が高かっ

たんですが、身体は弱くて、いつも小学校の遠足の時は一

番前に座らされました。其れから天台宗立駒ケ谷中学校進

学校致しました。 

 本来ならば、天台宗の指定は巣鴨にあります大正大学へ

入学するのが多いんですが、私は二男でありまして、内の

お寺は残念ながら亡くなった師匠も大正大学じゃなくて、

早稲田大学に戦前２年半通っていまして、それから軍隊に

入り、卒業後陸軍歯科学校に入り、終戦後陸軍中尉で服役

して来ました。従いまして、先代はエリートだと。それで

私は浪人したくないと、6 大学を受けまして見事落ちまし

た。で、専修大学に入りまして、その３年の時の秋に、天

台宗の住職になる為の最初の修行を、比叡山の奥に横川と

いう修行をする道場がありまして、此処で 60 日の業を継

ぎました。昭和 57 年 10 月 1 日に医王寺の副住職を拝命致

します。33 歳の時でございます。平成 2 年の 3 月 2 日 40

才の時に先代住職が存命中に医王寺第 30 世住職を拝命致

しました。 

医王寺は宗祖伝教大師最澄様の弟子の春光坊祐長法師  

が 805 年頃開山されて、1200 年以上の歴史がございます

が、ご本尊様は薬師如来、これは色んな病気にご利益があ

る御本尊様。神奈川県のお寺、御大師様も別格本山で、素

晴らしい別格本山でございますが、約 2000 垣のうち古い

方から 3 番目ということでございます。江戸時代に寺領

7100 坪、寺の居住者が３５名、昭和 32 年に刊行されまし

た武蔵の国風土記という歴史書に書かれておりますが、残

念ながら昭和 32 年の川崎大空襲により、灰塵に帰し、宣

伝あった江戸時代中期からございました九軒紙面の本尊

も全焼致しまして、辛うじて山門と鐘楼堂だけが残りまし

た。其の時、私の祖である第２８世鈴木業本が御本尊様を

背中に背負って、各 を両脇に抱えて、鐘つき堂の下に、

当時防空壕があったそうでございますが、その中にかくし

ておいたという話を先代の住職から聞いております。終戦

後、先代、先々代は力を合わせてようじの本堂再建の大事

業に全力を注いだ大変な時代であったと思います。 

ロータリークラブに住職拝命後の平成 2年 6月６日に入

会いたしました。石川パスト会長の紹介でこの伝統と歴史

ある川崎大師ロータリークラブの会員となりました。ロー

タリークラブの会員となって、心に残る思いでとしては、

新会員の時、一年間受付を担当させて頂きまして、会員さ

んの名前、リーダーの方の名前 出来て大変勉強になった

とおもいます。平成 6 年に米山の委員長の時に台北で国際

大会が行われました。この時、当時の幹事さんと国際奉仕

委員長さんともう一名の会員の方と４名で参加致しまし

た。 

又、平成 16 年 7 月から 17 年 6 月まで第 32 回会長、平成

24 年に創立 40 周年の実行委員長の大役を無事修められま

したのも、パスト会長始め会員の皆様のご尽力の賜物と感

謝する次第でございます。 

趣味と致しましては、相撲、東京場所毎の見学、千秋楽の

春日山部屋の激励会に参加しております。 

次に、犬については先代住職の時より秋田犬を飼っており 

昭和 40年の 4月より 51年までと私の代になって平成 5年

6 月より現在に至っております。秋田犬は現在 5 頭目で鹿

毛の百鹿号（モモ）メス 7 才 10 ヶ月と黒柴の黒朋鳥（コ

ジロウ）オス 8才 5ヶ月の 2 頭が元気で番犬をしておりま

す。現在、テレビのコマーシャル等で日本犬が出ておりま

すが日本犬、特に秋田、柴が飼い主に従順な所が人気があ

るようです。 

これからも体力を維持、健康の為に犬と家族共に頑張って

まいりたいと思います。 

また大師ロータリークラブの益々の発展と微力ながら会

員として当クラブの役に立てるよう努力してまいります。 

御清聴ありがとうございました。 

 

 



川崎大師ロータリークラブ 週報 第１７号          ２０１４年 １２月３日発行 

 

 

 

 

 

Light Up Rotary ロータリーに輝きを                2014-15年度 第 2590 地区 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 11月 19日（水） 

会員卓話   宮山 光男会員 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文

夫 

     12 月 3 日（水） 

年次総会・第４回クラブ協議会 

 

次年度理事役員・次々年度会長選出 


