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●司　会　　星野祐治ＳＡＡ

　

●点　鐘　　遠藤悦弘会長

●斉　唱　　「四つのテスト」伊藤佳子ソングリーダー

本日の卓話者のご紹介　遠藤悦弘会長

中村紀美子様（川崎中央RC）

来訪ロータリアンのご紹介　内田省治親睦委員長

小山宏明様（川崎マリーンRC）

ご挨拶　小山宏明様（川崎マリーンRC）

次年度財務委員長、地区大会委員長の小山でございます。

昨日の地区研修協議会のリーダー・サブリーダー会にお

いては、川崎大師RCの皆さまには本当にお世話になり、

ありがとうございました。横山委員長をはじめとする素

晴らしい皆さまのお力添えをいただいて、3月31日の地

区研修協議会の本番にむけて、素晴らしい打合わせ会と

なりました。

本来ならば轟ガバナーエレクトが来て、挨拶するべきと

ころですが、本日所用のため私が代理で参りました。

次年度、私地区大会も仰せつかっておりますので、来年

度になりましたらまた皆さまに地区大会のお願いに参り

ますので、よろしくお願いいたします。

会長報告　遠藤悦弘会長

2019-20年度　地区副幹事委嘱状　秦琢二会員

①2/13に第7回定例理事会を行いました。その議事録を

本日ポステイングしていますのでご確認ください。
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②鈴木幹久会員から、会社の本店を移転された旨のご通

知をいただきました。受付に貼り出してありますので、

ご覧下さい。

③2/25　会長幹事会に、遠藤会長、猪狩幹事で出席しま

した。

幹事報告　猪狩佳亮幹事

①回覧　他クラブ週報例会変更　他クラブの週報　3/15

桜ポスター掲示事業　3/27第2回ゴルフコンペ出欠表

②2/25付、「3月例会変更」「3月の例会日と内容」を配

信しました。

　3/20は祝日週のため休会

　3/27はお花見移動例会になります。お間違えないよう

お願いします。

③３月の国際ロータリー為替レート

１ドル＝110円　2月と変更なし

メイクアップ

嶋﨑嘉夫会員、石渡利治会員、渡辺冨士夫会員

秦　琢二会員、坂東保則会員、船木幸雄会員

大崎克之会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）鈴木昇二副会長

川崎マリーンRC　小山宏明様

昨日の地区研修・協議会リーダー・サブリーダー打合せ

会では、川崎大師ロータリークラブの皆様には、大変に

お世話になりましてありがとうございました。

感謝を申しあげます。3月31日もどうぞ宜しくお願い申

し上げます。

川崎中央RC　中村紀美子様

本日お恥かしいのですが、卓話をさせていただきます。

どうぞおやすみになっていて下さい。

横山俊夫会員

実行委員会の皆さん、リーダー、サブリーダー打合せ

会、無事終了しました。3月31日も宜しく

久しぶりに、鈴木昇二さんと楽しいお酒をいただきまし

た。元気になってよかったです。

細谷重徳会員

中村紀美子様今日は大変お忙しい所卓話ありがとうござ

います。

出席報告　　　　　　　　　　　　伊藤佳子出席委員長
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鈴木幹久会員

本日2月27日（大安）新しい事務所に移転致しました。

新住所　川崎区昭和1-5-4　コープT＆S107号

電話及びFAXは変りません。

猪狩佳亮幹事

１．昨日の地区協リーダーサブリーダー会議にご出席の

皆様、長時間お疲れ様でした。あまったお茶を6本、持

ち帰りました。重かったです。

２．中村紀美子さま、ようこそいらっしゃいました。卓

話よろしくお願い致します。

遠藤悦弘会長

先週の創立移動例会には沢山の方の参加を戴き賑やかに

出来ありがとうございました。昨日の地区研修協議会に

参加の皆様、ご苦労さまでした。

中村様、本日は宜しくお願い致します。

ファイアーサイドミーティング参加者一同

第2回ファイアーサイド御参加の皆様おつかれ様でし

た。鈴木昇二副会長と安藤会員のお力添えもあって、事

務局でのファイアーサイドミーティングは経済的でし

た。

3,000円の会費でしたが残額をスマイルに入れます。ご

了承下さい。　クラブ研修委員会　牛山裕子

事務局　竹下美代子様

先日の創立記念例会では大変お世話になりありがとうご

ざいました。

本日のニコニコのテーマ

「春到来！

　中村紀美子様ようこそ川崎大師ロータリークラブへ

お越しくださいました。卓話、楽しみにしています。」

野澤隆幸会員、中村眞治会員、牛山裕子会員

沼田直輝会員、伊藤佳子会員、工藤和弘会員

星野祐治会員、鈴木昇二会員、秦　琢二会員

渡辺冨士夫会員、出井宏樹会員、船山佳則会員

内田省治会員　　　　　　　　　合計46,224円

委員会報告

●親睦委員会　内田省治委員長

お花見移動例会のご案内

　3月27日（水）5時30分～受付　18時点鐘

　場所：恵の本　会費：6,000円

第2回ゴルフコンペのご案内

　3月27日（水）

●社会奉仕委員会　沼田直輝委員長

第2590地区　東日本大震災復興支援　in 岩沼　記念植

樹お誘いのご案内

2019.5.25　ポスター掲示　申込は事務局まで

桜ポスター貼り　3/15　本日配信

●地区研修・協議会実行委員会　横山俊夫委員長

昨日地区リーダー・サブリーダー打合せ会、実行委員会

の皆さんのお力により、滞りなく終了しました。

3月31日は2019-20年度の地区研修・協議会です。

本日付けで皆様にスケジュールを配信致します。一層の

お力を宜しくお願い致します。
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卓話者紹介　細谷重徳会員

中村　紀美子様（なかむら　きみこ）

以前はご主人が大師に在籍されておられましたが、その

当時は女人禁制ということで大師にはいることができま

せんでした。

ご住所は川崎大師駅前の若宮神社です。

略歴

東京女子体育大学卒業。

北海道立札幌東商業学校奉職

東京都大田区立石川台中学校奉職

若宮八幡宮禰宜-宮司-水神社宮司（現在）

人権擁護委員により藍綬褒章受章

神社本庁

川崎中央ロータリークラブに所属

人権擁護委員

教誨師

などをされています。

卓話　中村紀美子様（川崎中央RC）

「ロータリーと私」

以前、ライオンズクラブに呼ばれて卓話をしましたがラ

イオンズでは約１時間。夜の例会で月に２回なので、ロ

ータリー４回分を約２回の時間ということなので長いん

です。そこで話をさせていただきました。

女性のロータリアンも珍しいし、神主としても珍しいし

という時代からさせていただいておりましたからいろい

ろ抵抗はありました。

私は、今女性云々かんぬんと言っていますが、とにかく

神主はすべて平等ではありますが世の中の偏見はありま

して、男性が100ならば女性は120の力を出さないと同等

には見てもらえないかなと思っております。

教員の世界もそうです。なので性格的にはかなりきつい

性格と思います。話もきつくなるかもしれませんが、お

やすみくださっても結構です。

私は遅刻、居眠り、早退の名人です。70歳超えたら遅刻

しそうでも走って転ぶといけないのでなるべく遅刻はし

ないようにしています。

眠るのもなるべく寝ないように頑張っています。

ロータリーと私ということで先ほど細谷さんから話をし

ていただきましたが、ここのチャーターメンバーが主人

の父でした。

義理の父がチャーターでした。その頃は川崎東といって

いました。私が来た時には父は半身が不自由になってい

ましたので大変でしたが、ロータリーだけは毎週欠かさ

ず、きちんとジャケットを着てバッチをつけて歩いて杖

をついてここまで来るのを楽しみに行っていました。そ

れが私のロータリーの印象でした。

こちらに来るまではロータリーやライオンズ、その当時

ライオンズの方が派手というか、マスコミなどにも出て

くるのはライオンズでした。世界大会がありとても華や

かなライオンズの宣伝をみた記憶があります。

私はライオンズもロータリーもよくわからない。

自分がロータリアンになり、他の若い人にききましたら

面白い答えが返ってきました。

「ロータリーって知ってる？」といったら「ロータリー

エンジンの会？」といわれたんです。マツダのロータリ

ーエンジンの会といわれました。

「ライオンズって知ってる？」といったら「ライオンズ

マンションの会？」といわれました。

若い人にとってはそのくらいわからないものだと思って

います。

ロータリーは地味なのでわからないということはあるの

でしょう。ある所では非常に目立っているけれど普通の

所ではアピールしていないなということが私のなかでは

ありました。

私が会が入らないという話はいろいろなところでお聞き

になったかもしれませんが大師はまだ女性が入れないと

いうことで、父と主人がはいっていたのに私は入れなく
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て、それじゃあ私はロータリーはいいなと思い他に入る

予定にしていましたが、中央ロータリーの方からお誘い

をうけ、それだけいわれるならじゃあということでお受

けしました。

その何年か後には大師も女性を入れるということでこち

らにこないかといわれましたが、それで真っ直ぐこちら

にきたのでは私の女がすたりますので嫌だと、そのかわ

り中央で頑張りますので、あああの人残念だったといわ

れるくらい中央で頑張ると言い切ったのが私です。それ

くらいきつい性格が私です。

私はロータリーになぜ入ったのかというと、一人ではで

きないけれどみんなの力があれば出来ることがあるとい

うことです。

私の中で一番なのはポリオです。ポリオはなかなか一人

ではできませんが、ロータリーは世界組織ですので皆さ

んの寄付を集めて地球上からポリオをなくそうという、

この運動に私はロータリーの全てがあるような気がして

います。私はそれを感じています

入会するのはということで私は自分のいるクラブが一番

いいと思いたい。

川崎もそうですが、川崎に嫁いできて、そのころやっと

工場の空気が綺麗になってきはじめた頃でしたが、それ

をずっと引きずっている人が大勢いました。ですが、今

自分が住んでいるところを一番良いと思いたいので、マ

イナスのイメージは嫌だと、自分で言いたくはないと、

プラスのイメージの方が良いと思い、市の人たちといろ

いろ話し合いをしてきました。

ですから入会する人にもそういう意味ではロータリーは

こういうところですよという話をさせていただいていま

す。ちょっとはお金はかかるかもしれない。でも自分が

ゴルフに１回やめるとかするとなんとか続けられますと

いう話をさせていただいています。

出席ですが先ほどもきいていると大師ロータリーは出席

率が悪いですね。会員が120名いたのに今日47名ですか

ね。半分以下、何なんですかね、これは私は息子をここ

にお任せするのは少し考えてしまうというくらい危機感

を持っていますし、皆さんも危機感を持ってください。

年数だけはあるわけですからね。そういう意味で皆さん

がしっかりしていないとやはり入ってこられないですね。

入ってくる人たちは何をと思って入ってくるわけですか

ら、ロータリーバッチが欲しくてという人ではないです。

そういう時代ではないので、内容がただ楽しいとかでも

ないと思います。やはり社会貢献とかしっかりとしてい

るところだとかということを、原点を忘れてはいけない。

この４つのテストは何のために歌っているんですか？と

思うんです。真実かどうか、皆に公平かといっているわ

けです。その原点を忘れてロータリーはないと私は思っ

ています。

出席、川崎ロータリークラブは何十年か100％がずっと

続いたのですが途中で切れてしまいましたが、何が何で

も出席をするというその根性は私も見習いたいなと思っ

ています。

入会して15年ですがうっかり忘れてメイクをしそびれて

１回欠席になっています。

あとは全部出席かほかでメイクを必ずしています。

まずは出ることというのが私の中にあり、出席をしない

と物をいえない、自分がやらないことはいえない、でき

たことでなければいえないと思っていますので15年間や

ってきたそのことで私はいろいろな物事を判断させてい

ただいています。自分がやったことのないことは言うこ

とができません。だからきついです。

教員をやっていましたので、何十年後かに生徒にあの先

生はだれ？という先生にはなりたくない。「ああ、あの

先生嫌な先生だったよね」とか「こわかったよね」とか

そういう存在感のある先生になりたいと思っていました。

教員を離れて私の教え子は65歳とかになっています。そ

の子たちに会うと「うわー先生久しぶり」とか「うるさ

かったよね」とか。

その頃はスピッツと呼ばれこの辺から声がでていたくら

い、きんきんとした声だったので、それが印象に残って

いると言われました。存在感のある先生だったというこ

とで私は自己満足をしています。

そういうことでロータリーでもそうだと。どこにいって

も、やはり自分がこうしているんだという自分の中で意

識しないとだめだろうなと思っています。

ロータリーは良いですが、私は次年度ガバナー大変なの

ですがいつも私が言い続けているのは、地区大会にお金

を掛けすぎということです。見栄みたいなものもあるか

もしれませんが、あれを節約してそのお金をどこかに寄

付した方が気持ちが良いだろうなということを思ってい

ることと、最後の懇親会に皆さん出ますが、ほとんどの

方が直ぐに帰られます。あそこの食事は前はすごく余っ

て「何なのこれは」といって、どんどん減らしたのです

が、減らしても残るんです。それは何故かというと内容

が悪い。減らしても良いですが内容は良くしておいてほ

しい、そしてみんなが残さないようにしてください。と、

そう思いませんか？

私のお弁当を見てください。すごく綺麗ですよ。とにか

く綺麗に食べます。出された物は絶対に残さない。とに

かく綺麗に食べます。これが私の主義です。

私はお米は一粒でも残してはいけないと言われて育って

いますので、食べ物を残す、特にご飯を残すのはすごく

罪悪感があります。ですからロータリーでも私は御飯を

少なめにしてくださいとはじめからいって、はじめから

自分の食べられる量だけにしています。それくらい食べ

物には気を遣っています。

それは何故かというと地球の裏側で餓えで死んでいる子

たちがいるわけです。そういう子たちのことを考えたら

食べ物を粗末にするなんて事は考えられないというのが

私の中にはあります。

だからきついんです。いかに私がきつくてこわいか宣伝

をしているようなものです。

物には順序がある。どこでもそうですが段階を追ってい
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くことが大事です。ロータリーで一番感じるのは、幹事、

副会長、会長の階段があります。その前にいろいろな委

員をなさってそれから段階を踏んでいけば繋がるんです。

それが切れることがない。ですから物には順序があり順

序正しくやっていくといろいろなことがわかってきて会

長をやったときにすごく楽だろうと思っています。いず

れ自分が会長になるという意識をもっていただくことが

大事だと思っています。

そういうことをロータリーの中で感じている所です。

ロータリーを仕事にするような人がいるんです。毎日い

っているような人がいますがそれはなんだろうなと。一

生懸命やることそれは良いのですが、過ぎたるは及ばざ

るがごとしで物事は程々かな・・・。

私はいい加減というのと、良い加減というのがあると思

うんです。私は自分が目指すのは良い加減です。どれを

良い加減とするか。それはその人それぞれによって違う

のでお湯加減もありますし。お燗もありますし、すべて

その人によって違うですよね。42℃のお風呂が良い人が

いれば、38℃のお風呂が良い人もいるし、良い加減とい

うのを大事にしたら良いのかなと思っています。

日本人の宗教観ということです。

宗教とはと聞かれたらどう答えるかというのは、ここに

野澤さんがいますのでやりにくいのですが、私なりの宗

教観というのは、外国の人はまず宗教心もってますね。

まず日本人にあなたの宗教は何ですかとちょっとした人

はきいてきます。日本人のちょっとした人は「え、ない

よ」というんです。そうすると一発で外国のひとはこの

人は心の中でダメだと×印が付く。何故かというと信を

もっていないと捉えられるんです。

ですから宗教は何だというと信を持つこと、自分の頼る

物がない。ところが日本人は頼らなくても自分の中にし

っかりとした物をもっているんです。それを日本人は自

分では言えないんです。ですから馬鹿にされることがあ

るんです。

ですが、そうではなくそれは何かというと道徳心ととら

れることもありますが、私は震災や何かがあった時にで

もきちんと並んで水を汲むなり、食料を配給してもらう

なりきちんと並んでということも宗教心の一つだと思っ

ています。日本人の中にはこれが宗教だと言われなくて

も自ずともっているものがある。

それが素晴らしいと最近は外国人もわかってきていると

思っています。そういう意味で私たちの宗教、日本人は

誇りをもっていいかなと。日本人は何も言われなくても

出来るんだよ、それは歴史がそうさせてきたんだと思い

ます。

私の考える宗教というのは哲学というのがあります。

ソクラテス、プラトンいろいろありますがこれは普通で

は難しいだろうと思います。

学問の中で一番難しいのは哲学と言われていまして、東

大のインド哲学とか東洋大の哲学といわれますがこれは

多分難しいのだろう。それをわかりやすくしたいろいろ

な考え方が、宗教、イデオロギーなのかな。

日本人で一番良く解るのはキリスト教、イスラム教、仏

教、信徒です。イスラム教・イスラムの教え、キリスト

教・キリストの教え、仏教・仏の教えここに信徒なので

す。ここが一番違うところです。神様は何も教えてくれ

ません。道をどういったか、それを私たちは自分で判断

しなさいといわれていると解釈しています。

八百万の神、一神教の人たちには八百万神は考えられな

い。いっぱい神様がいて何なのそれといわれるんですが

そうではない、いっぱいいて自分でどの神様があってい

るかなと考えなさいと言われているんです。

BBCが金山さまのお祭りの時に来ました。いろいろ話を

きいてリサーチを先にしてきました。その時に話をして

いたら日本人は凄いねといったんです。何でといったら

いろいろなことを自分でしないといけないという縛りが

ない。「こうしないといけない」「こうするべきだ」と

いうのがない、と。だけどちゃんとできている。これは

日本人はすごいといわれました。

そういう意味では宇宙規模だと外国人がいってたんです。

BBCが自信をもって良いと思います。先ほど皆さんに大

祓というのをお配りしました。これは仏教でいう般若心

経のようなものです。

P28大祓詞とあります。まずどうして神主になったかと

いうと日本人なのに日本のことを全然知らないというこ

とから勉強を始めたのがまず神主になったきっかけです。

玉串を皆さんご存知でしょうか。あそこに白い紙がぶら

さがっています。あれを紙垂（しで）といいます。それ

が私はわからなかったんです。主人がこの辺の人であれ

を「ひで」というんです。それで「ひで」と書いていた

ら他の人に笑われたんです。

何でですかときいたら「しで」だというんです。そこで

あまりにも物を知らないということで勉強を始めました。

これが大祓詞というのは、神主の一番最初に習う言葉。

これを見た時に皆がいっているのをきいて、私には無理

かなと思いましたが何とかクリアしました。その時に私

たちが他の宗教と違って教義、経典というのがないんで

す。でも一番基本となるのは古事記と日本書紀と言われ

ています。

これは1300年前にできたものでその後8年遅れて日本書

紀ができました。これは皆さん伝言ゲームわかりますか。

こっちの人から向こうのひとまで話を続けていくと最初

と最後では全然話が違ってしまうというゲームをやった

ことがある。それと同じでそうなってしまうといろいろ

なことがわからなくなってしまうので、書き留めようと

いって書き留めたのが古事記なんです。ですからここは

しゃべりことばみたいにしてかいてあります。

簡単に言うとアマテラスは伊弉冉尊が左眼を洗ったとき

に生まれたというんです。右眼を洗ったときに月夜見の

尊が生まれたという鼻を洗ったら素戔嗚尊が生まれたと、
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というものですが今は表面的にはないです。ただ都合上

そういう言い方をしています。

禰宜とかいうのは宮司がいて次の宮司ということで大き

なお社には権宮司というのがいます。私たちのような民

社は権宮司はいません。宮司、禰宜、あとはいろいろで

す。絶対にお社には宮司がいます。１社に一人は宮司が

います。

Q：大社というのは？

A：出雲大社ですね。旧の社格なんです。出雲は国を譲

ってくれたので出雲大社となっています。諏訪大社とい

ういいかたもしています。ですからそれは非常に難しく

て複雑なので紙に書いて皆様にお渡しするしかないかな。

　

謝辞　遠藤悦弘会長

本日は中村さん、耳が痛いというか、頭が痛いというか

大変な卓話をいただきましてありがとうございました。

なかなか中村さんの爪を煎じて飲まないといかんかなと、

反省をしております。本日はありがとうございました。

●閉会宣言並びに点鐘　遠藤悦弘会長

そんな話は世界には通用しないということで日本書紀は

改めてきちんとした文章で書こうということで、漢文で

出来ているんです。そういう意味でこの2冊が私たちの

一番最初の教科書と言われています。

最初はこれは全然わからなかったです。何が何なのかさ

っぱり、神様の名前がずらずら、全然わからない、だけ

れども何回かやっているうちに少しずつわかってきたと

ころでまだまだ勉強中です。

皆さん一つだけ覚えておいてください。日本は大八島(

洲)国というのを知っていますか？

最初に8つの島からなっている。伊弉諾と伊弉冉が国を

生むのですが一番最初に淡路島、次に四国、島根県の奥

にある隠岐の島、九州、壱岐、対馬、佐渡、本州それが

大八洲国と呼ばれているところです。

そこを歩くとなんとなく古事記が見えてくるかなといわ

れてます。私は古事記が難しくてわからないといったら、

古事記は読む物ではなく歩く物だといわれたんです。そ

して今、一生懸命歩きはじめています。

仏教の方たちは四国八十八か所とかお参りをしたりしま

すが、私たちはいろいろお伊勢さん125社とか全国に一

宮が99か所あります。近畿地方に150の社寺があります。

そういう場所を少しずつ勉強しはじめているところです。

まだまだ足りないですが、とにかく止まらないです。息

子にいわせると回遊魚だといわれ、止まらないようにし

ています。

私が49年に嫁ぎましたが50年のお正月にお大師様は三が

日でどれぐらいきていたと思いますか？発表は450万人

です。その時に若宮八幡宮、三が日で100人も来ていま

せんでした。「なんだ、この宮は」と、びっくりしまし

た。それから比べると今は元日の0時に800人位は並ぶよ

うになりました。金山さまのお祭りは4月7日ですが10人

からはじめました。「若宮さんは何をはじめるの？」と

いわれました。今は5万人です。

そのようにして少しずつ40年、コツコツ昇ることを考え

て今でも、いつまでやっているのといわれますが一生だ

と思いますと言っています。

ご静聴ありがとうございました。

Q：神主さんと、禰宜と、宮司、神社と宮と大社の違い

というのはどういうことなのかを教えていただけます

か？

A：お宮には大社とか神宮とか尊称があります。普通の

お宮の格付けは昔、明治の時から戦前まで

戦後から変わりましたが国が守っているお宮と地方で守

っているお宮と三社とか国幣とか五社とか村社とかいろ

いろな種類がありました。それが戦後はべたになりまし

た。今も残っているのは伊勢神宮です。神宮というのは

伊勢神宮だけです。あとから神宮というのはついてきま

した。明治神宮とかぐっと新しいものです。それが社格

一輪挿し花言葉

リューココリネ

（カラベル）

原産地：南アメリカ

花言葉：「幸福が飛んで

くる」　

出回る時期が短くあまり

馴染みがない切花で、日

本に来たのは1990年代と

新しく、ラインが綺麗な

茎と、可愛らしい形の花

はチョコレートのような

甘い香りがする。

日　時：平成３１年３月１３日㈬

    　　通常例会です。

卓話者： 割烹「田中屋」女将  平塚あけみ様

　　　　「横浜今昔物語」

日　時：平成３１年３月２０日㈬は

休会です。

（定款細則に基づく休会 祝日週）

布川　浩／秦　琢ニ／船山　佳則／森田　尊久
クラブ
会　報
委員会



8頁 川崎大師ロータリークラブ

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区インスピレーションになろうBE THE INSPIRATION


