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卓話：『文永の板碑』

１９日

第２１２２回 No.０７

講師：日野ＲＣ名誉会員 川澄 祐勝 様

【 会長挨拶：１９４０年−日本のＲＣの終焉 】 森岡 弘通 会長
今年度はロータリーについてお話をさせて頂いております。
前回は、関東大震災をキッカケに日本のロータリー活動が
活発になってきたというお話をしましたが、その後、
日本は国際連盟から脱退してまでも満州国での権利を守ろう
とした日本の国家主義的風潮の中で、日本のロータリーは
この満州と日本を統合する自治組織−英国流のＲＩＢＩのような−を作ろうと
ＲＩに働きかけるが、許可されることはなかったのです。許可できない理由は
１９１４〜１５年度のＲＩ会長マルホーランドさんの米山さん宛の手紙にある
ように、
「ロータリーは国と国との連盟ではなく、人と人との連盟という、
より広いビジョンのもとに作られたものだからです」という考えがあります。
それよりも、ロータリーは日本国内でも難しい立場に置かれていました。
軍部が強力な支配力・指導力をもって国家を統制し、それを応援する独善的で
排他的な国家主義的世論はＲＣを国賊扱いにし袋叩きにします。
この時局の風にあおられるようにして日本のＲＣは、次々に解散するか、
国際ロータリーを脱退し、純日本主義の旗を掲げ、大政翼賛に寄与すべき

≪例会プログラム≫
【司会】
藤林 良昭
会場設営委員
【点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『我らの生業』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
高幡不動尊金剛寺 貫主
川澄 祐勝 様（名誉会員）
ﾗｸﾏﾝ･ﾍﾞﾃｨ･ｸﾞﾝﾀｰ君(米山奨学生)

【ニコニコ報告】
谷井 正剛 親睦委員
【出席報告】
松浦 信平 出席奨励委員
【卓話】
講師：川澄 祐勝 様

組織に変わっていきました。
日本のロータリーが国際ロータリーに復帰するのは、米山さんが亡くなってから３年後の１９４９年のことです。
ちなみに、米山記念奨学事業が東京ＲＣで創られたのは１９５２年。
日本全国のロータリークラブの共同事業となったのは、１９５７年です。
今回で米山梅吉さんにまつわるお話は終わります。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・８月５日(水)に、第３回多摩南グループ協議会が開催されました。
森岡会長・疋田幹事・田中事務局が参加してきました。
・９月１７日(木)１６：００〜

エルシー町田で、多摩南グループ合同例会を開催します。

費用は全員登録で納めていますので、全員参加下さい。
・ロータリー財団ＮＥＷＳを回覧します。
・例会変更のご案内が来ております。

八王子東ＲＣ。

・インターンシップ（高校生の受け入れ）について
小倉会員／野村会員／岩田会員から受け入れの申し出を頂きました。

卓話：【 文永の板碑 】
＜高幡不動尊金剛寺 貫主 日野ＲＣ名誉会員 川澄 祐勝 様＞

はじめに、あじさい祭りがテレビでも再三取り上げていただき、例年以上に
多くの皆様にお越しいただいたようです。
例年は２０万人程度の人出ですが、今年は２３万人以上の人出がありました。
当山には２００種類以上のあじさいがありますので、皆さんもご覧下さい。
また、私の本「叱られる幸せ」が売れており、増刷が決まりました。
先日は、台湾の出版社からも連絡があり、中国語に翻訳して売り出す事も
決まりました。世界中に華僑がたくさんいますが、そういった人達に
販売していきたいそうです。
出版社の話では、華僑の間でも、甘やかしが問題になっているそうです。
それでは本題に入ります。
板碑というのは死者の冥福と極楽往生を祈るもので、板状の卒塔婆です。
日本最古の板碑は熊谷市で出土した嘉禄３年(１２７７年)の板碑で、
文永の板碑は多摩地方でも有数の古さで、文永８年(１２７１年)の物です。
板碑は古くから平維盛の墓と伝承されてきましたが、近年の研究で鎌倉時代の
比較的速い時期に武蔵の国の高麗地方から南平に移住し、その後現日野市の
広い地域に勢力を伸ばした平一族の始祖の供養塔であろうと推定されています。

詳細は『ＤＶＤ(事務局にて貸出)』をご覧下さい。
【 奨学金贈呈 】
森岡弘通 会長
↓↓↓
ラクマン・ベティ・グンター 君

米山奨学金の贈呈を行いました。

【 ニコニコ報告 】 谷井 正剛 親睦委員
本日のニコニコ： 22,000 円／累計 211,000 円
ビジターフィー：

0 円／累計

8,000 円

森岡弘通

君

少しは涼しくなったような気がしたので。

疋田久武

君

今日は日野市の「不動産市民相談」の為、お先に失礼致します。
川澄御前の御講話を拝聴できず残念です。

山下雅弘

君

お詫びと報告。日野寿司の近くに自宅を購入しました。
ロータリアンの何方かに相談しようと思っていたら、知らぬ間に妻が立川の不動産屋と

.

話を進めてしまいました・・・。スイマセン m(＿)m
父の会社も不動産免許を持っているというのに・・・。
成田恭隆

君

例会に出席出来る事に感謝して。

板谷誠一

君

悲しいかな、あと２年で後期高齢者になることになりました。

後藤一郎

君

お盆は孫が大勢来て、にぎやかでした。

藤林良昭

君

高知のよさこい祭りに踊子で参加してメダルをゲットしました！

小宮延雄

君

女房に誕生日プレゼントありがとうございます。会員増強・退会防止のアンケート
ありがとうございます。用紙が無くなった方は小宮までお願い致します。

谷井正剛

君

川澄貫主 名誉会員の御講話を楽しみにしております。

※１０月２１日(水)に新入会員歓迎の親睦旅行を行います。多数の会員のご参加をお待ちしております。

【 出席報告 】松浦 信平 出席奨励委員
＜事前のメーキャップ＞
大谷明久 君（45 周年事業委員会）
西田欽一 君（八王子北ＲＣ）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜先週のメーキャップ＞
川俣 貞 君（情報炉辺）

欠席

出席率

本日報告

42
(9)

25
(3)

事前(4)

7

80.56 %

前回訂正

42
(9)

27
(4)

(2)+1(免)

5

78.95 %

前々回訂正

42
(9)

28
(6)

(5)+1+0

5

87.18 %

松田忠泰 君（情報炉辺）
渡邊章郎 君（八王子南ＲＣ）

ＭＵ

【 今後の予定 】
■8 月 26 日■

卓話『バングラディシュの水の現状』 小澤一昭 様

お食事：花藤

■9 月 2 日■

卓話『直江兼続』 吉田信夫 様 ・ 月例祝賀

お食事：うなぎ藤田

■9 月 9 日■

青少年育成諸団体援助金贈呈 ・ 新世代奉仕委員会の時間

お食事：花藤

■9 月 17 日(木)

16:00〜■

多摩南１１クラブ合同例会

場所：ホテル・ザ・エルシィ町田

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・八王子 RC
・稲城 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

8/27 夜間例会
8/27 移動例会

・9/12(土)
・9/26(土)

時間：19:00〜20:30

第 906 回例会
第 907 回例会

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・阪口茂・左門左兵衛
保土原啓・山下雅弘

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

