
現在、我々大和中ロータリークラブの会員は４４

名ですが、その内普段お休みになっている会員が

何名かおいでになります。今年度開始以来出席の

ない会員は、F.S会員とF.K会員。折々にご出席頂

いておりますが基本的にお休みになっている方はT.

M会員・S.H会員・K.T会員。それと最近体調を崩し

て休会届が提出されているU.T会員の６名の方にな

るかと思います。出席義務規定の免除を承認され

ていることと思いますが、私の知っている範囲でこ

れらの方々の現状をお知らせしておきたいと思いま

す。私が知っていることと言いましても皆さんが知っ

ていること以上のことはないかも知れませんが仲間

に対する情報の共有という意味で必要なことであ

ろうと考えています。

F.S会員につきましては、去年１０月の地区大会に

おいて長寿会員表彰の記念品を頂きましたのでこ

れを持ってご自宅を訪問致しました。事前に連絡を

してお邪魔したのですがご本人にお会いすること

はできませんでした。ご長男とその奥さんによります

と「最近は寝ていることが多いので・・・・」とのこと

でした。その後もご本人からの連絡は頂いておりま

せん。

F.K会員につきましては、特に体調が悪いとの話

は伺っておりませんので恐らく公務多忙とのことか

と思います。この時期は地方統一選挙を控え議員

の方々には一番多忙な時期かと思います。今回、

ご自身が引き続き立候補されるか否かは分かりま

せんが、いずれにしましても４年に一度の選挙。体調

には充分留意のうえご活躍願いたいと思います。

議員引退の折には再び例会でお会いできることを

楽しみにしています。

T.M会員につきましては、先日の４クラブ合同賀

詞交歓会の当日か前日かに電話を頂きました。そ

れによりますと「あまり体調が良くないので１月一杯

くらいの予定で入院します」とのことでした。また、

「皆さんには公表を控えて頂きたい」ということでし

たが私の一存でお知らせをしておきます。ちなみに

私はお見舞いには行っておりませんが、予定より長

引くようでしたらあらためてお知らせしたいと思い

ます。

S.H会員につきましては、ご存じのとおり相変わら

ずお孫さんの育児にかかりっきりになっているよう

です。先日の４クラブ合同賀詞交歓会にはご出席
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【 本日のプログラム 】 2月5日 卓話 「どうなる今年の景気」 野村証券 投資情報部 次長 木内 介一 氏
【 次回予告 】 2月12日 卓話 「興味津々プロゴルフ界の裏話」 元ゴルフダイジェスト社副社長 鏑木 義成 氏

【 第1749例会 】 平成27年1月29日（木） 【 司会SAA 】 池澤 利男 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 中島 康次郎 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

44名 31名 83.78% 78.95% 11名 阿萬、原嶋、小松、苗加、野口、富澤
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頂きました。相変わらずお元気そうで何よりなので

すが、暫くはお孫さん最優先かと思われます。

K.T会員につきましては、公務多忙ということかと

思います。先日の４クラブ賀詞交歓会や年頭の出

初式でお目にかかっておりますが、相変わらずご活

躍のようで特に心配はしておりません。ご自身が何

よりも現在の公務を楽しんでいるようですので暫く

は存分にご活躍頂きたいと思います。

U.T会員につきましては、今週の月曜日２６日にご

自宅を訪問してきました。会報ほかの書類とクラブ

からのお見舞金をお渡しし、美味しい紅茶をご馳走

になりました。ご本人は至ってお元気そうなのです

が、それは女性ホルモンを投与されているので顔が

ふっくらしているせいで、体重は７～８㎏痩せたとの

ことです。いくつかある治療法のうち、現在は放射

線による治療を受けているとのことでした。予定と

致しましては２月一杯放射線治療を続け、その後は

治療の結果次第だそうです。ご夫婦の誕生祝に対

するスマイルをお預かりしてきました。

以上、６名の方々の近況を含めた報告ですが、

最後に残念なお知らせを追加しなければなりませ

ん。それは、つい２～３日前にY.H会員より「体調が

優れないので６か月間の出席義務規定免除を頂き

たい」旨の申請書が提出されました。これにつきま

しては、本日の例会終了後に臨時理事会を予定し

ておりましたので急遽その場でご審議頂くことにな

ります。詳細につきましては、しかる後機会があれば

あらためて皆様にご報告したいと思います。また、

いずれに致しましてもプログラム委員長不在となり

ますが、副委員長はじめ委員の皆様には宜しくサ

ポートをお願い致します。

①ローターアクト「第26回地区年次大会」2月15日

(日)横須賀メルキュールホテルにて開催します。

②年会費納入を宜しくお願いいたします。

③2月のロータリーレートは、1ドル＝118円です。

④ロータリーデイ（2月23日ロータリーが誕生した日）

2月22日(日)に、全クラブが同時に何らかの奉仕

活動をしましょう。我がクラブは2月19日に「ロー

タリー寄席」を開催します。会場ではパネル展示い

たします。

⑤例会終了後、理事会を開催いたします。

お祝いの方々

親睦活動委員会 中島 康次郎 委員

会員誕生日 石川 健次 君 2月2日

橋本 吉宣 君 2月4日

配偶者誕生日 松崎 祐子 夫人 1月29日

創業記念日 髙橋 政勝 君 2月1日

「私の履歴書」

長野 俊八 会員

宝篋印塔（ほうきょういんとう）について

古くは古代印度

に端を発する仏塔

で、宝篋印陀羅尼

経を収めたのが始

まりという。

中国呉越を経

由して我が国には

平安後期に伝わり、

小型のものが供

養の為に盛んに造られた。相輪、笠、塔身、基礎、

反花（そりばな）座からなる多宝塔で（右図ご参照）

鎌倉後期以降は墓塔としても建てられるようになっ

た。塔身には種子（仏の種類）が彫られ、基礎部分

には建立の目的を表す銘文が刻まれているのが普

通である。成合の集合墓地には古い物が三基ある。

一基は飯島久衛家の墓で、奥の塔婆建の後ろ

に鎮座している。同家の墓は、墓石にしても江戸初

期の寛文、延宝期の格調高い良質の石が林立して

おり古い家柄が偲ばれる。

二基は長野久家の墓地にあり、昭和45年にご当

主（正一・久氏）が建造された立派な石廟の中にペ

アで収まっている。三基とも同じ様な形式と古さで
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あり、ほぼ同時代のものと推測されるが残念なが

ら銘文が読み切れない。

2～3の文字はどうにか読めるのだが、全体とし

ての意味が通らない。あまりしげしげと眺めている

と余計分からなくなる。この手のものは天候や体

調の条件が良い時にサット読んでしまうのがコツ

なのだが何度かトライしても失敗で、歯痒い思いを

している。僅かに「寛永」（１６２４～１６４４年）という文

字が読めるようで、それで当面の溜飲を下げてい

る。この塔の銘文は村の成立状況の解明に大い

に関係があるので、何時かは何とかしたいものだと

思案中である。

なお、新しい宝篋印塔としては昭和５２年３月に

渋谷道秋氏が建立したものと、昭和５４年５月に綾

部鈴太郎氏が建てた二基があるから、成合の墓域

内には新旧合計五基の塔がある。
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山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事
本日の卓話、長野俊八会員の「私の履歴書」、

お話楽しみにしています。どうぞ宜しくお願い致し
ます。
2015～16年度 会長エレクト 橋本 日吉 君
RI国際協議会で、次年度のロータリーテーマが

発表されました。「世界へのプレゼントになろう（B
e a gift to the world）」、RI会長、K.R.ラビンドラン氏（ス
リランカ・コロンボ・ロータリークラブ会員）と決定致しま
したのでご報告いたします。
梅田 秀雄 君
長野さん、本日の卓話楽しみにしていました。宜

しくお願い致します。
松崎 正実 君
女房の誕生祝い、ありがとうございます。昨日、

一日早く花が届きました。
髙橋 政勝 君
創業記念日のお祝い、ありがとうございました。

橋本 吉宣 君
誕生日のお祝いをありがとうございます。44歳。

まだまだ若輩者ですが、今後ともご指導、ご鞭撻
の程宜しくお願い致します。

石川 健次 君
誕生日のお祝いありがとうございます。スマイ

ル委員長が読みやすいように、大きな字で書きま
した。
伊藤 英夫 君
長野さん楽しい卓話を宜しく。奥様との出会い

等。
中島 康次郎 君
先週は仕事の都合でお休みさせて頂きました。

梅野さん、お久しぶりです。また宜しくお願い致し
ます。
梅野 房子 君
お久しぶりです。お陰様で、少し体調もよくなり、

本日例会に出席させて頂きました。今後とも宜し
くお願い致します。
上田 利久 君
二人そろって誕生日のお祝いを頂き、ありがと

うございました。美しい花、淋しかった僕の庭が
明るくなった…感謝。
長野 俊八 君
本日は、私の卓話です。眠くなりましたら、どう

ぞお休みください。宜しくお願い致します。

スマイルボックス 青柳 文四郎 委員長 本日 \18,000 累計 \446,900


