
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎  

                            
 

◎点鐘             会長 伊藤 英也 

    

                                            

◎国歌「君が代」斉唱 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也 

 

 広尾ＲＣ   ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員長 グレイス西藤道子 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

 本日例会後理事会を行います。役員・理事は事務局 

に集合して下さい。 

 東グループ協議会に宮本幹事と出席しました。詳細 

は後日発表致します。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

 本日は特にありません。来週 9 日は年次総会なので

出来るだけ出席して下さい。 

 
【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員会  

                 杉田  誠 

                 

  会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２４名 
           出席義務免除者   ４名                                                      

           事前ＭＵ      １名  
  出席率            ８０．５６ ％ 
 

第 902回例会（11/18）訂正出席率８１．０８％ 
 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 

                 渡辺ますみ 

 伊藤 英也 ポリオプラス委員長西藤様ようこ 

そ。柴崎さんイニシエーションスピ

ーチ楽しみです。 

 

 

 

  宮本  誠 先週ですが、家内の誕生祝いをいた

だき有難うございました。 

  足立潤三郎 柴崎会員イニシエーションスピーチ 

        楽しみにしています。グレイス西藤 

        様ようこそ。 

  赤尾 恭雄 グレイス西藤様ようこそお越し下さ

いました。柴崎さん卓話楽しみして 

        います。 

  遠藤 二郎 グレイス西藤委員長ようこそ、卓話 

        宜しくお願いします。柴崎さんイニ

シエーションスピーチ楽しみにして

おります。 

  萩生田政由 柴崎信洋さんイニシエーションスピ

ーチ 宜しくお願い致します。 

  萩生田政由 グレイス西藤様、ポリオ撲滅チャリ

ティーゴルフでは、大変お世話にな

り有難うございました。 

  伊澤ケイ子 グレイス西藤様ようこそ。 

        柴崎さん卓話楽しみです。 

  片山 哲也 柴崎さんイニシエーションスピーチ

楽しみにしています。 

  小林 正裕 柴崎さんイニシエーションスピーチ 

楽しみです よろしくお願いします。 

宮村  宏 柴崎さん卓話楽しみです。 

  中谷 綋子 柴崎さんイニシエーションスピーチ

楽しみです。 

  齋藤 誠寿 師走になりました。忙しい中お体気

を付けて下さい。 

  関岡 俊二 柴崎さんスピーチ楽しみにしていま 

  海野 榮一 グレース西藤様ようこそお越しくだ

さいました。柴崎さんイニシエーシ

ョンスピーチ楽しみです。 

  渡辺ますみ 慌ただしくて気ばかりあせる師走の 

        到来ですネ。 

        柴崎さんのスピーチ楽しみです 

  山田  勍 出席率が悪くて申し訳ありません。 

柴崎さん卓話楽しみにしています。 

今日は暖かくて気持ちが良いですネ。 

 

  

 本日の合計￥２１，０００（累計￥４７８,１１０ ） 

  

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２００９～２０１０年度 

 

友情そして交流の輪を深め人生を高めよう                
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例会場 ： 京王プラザホテル多摩   例会日 ：水曜日１２：３０～     月最終例会１８：３０～ 
事務局 ：〒２０６－００３３多摩市落合1-43京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp  

会長 伊藤 英也   幹事 宮本 誠  
会報・記録委員長 小泉 博   委員 萩生田政由・片山哲也・小林正裕 
副委員長      大松 誠二   小田良生・海野榮一・山田勍・吉沢洋景 



◎その他 

 

 ☆ロタキッド委員会    委員長 阿部 華歌 

 12 月 26 日（土）関戸公民館（ヴィータ８F）で 

第４回定期コンサートを行います。皆様出来るだ

け出席をお願い致します。 

応援していただける方は回覧中のプログラムの広

告欄に記名をお願い致します。 

 

 ☆ロータリー情報委員会  委員長 伊澤ケイ子 

  1 月２０日（水）１８：００から、京王プラザ

ホテルで新会員のセミナーを行います。詳細は後

日お知らせ致します。対象は入会 2 年未満の方で

片山、 小林、小笠原、齋藤（一）、齋藤（誠）、

渡辺、山田会員の方です。 

他の予定を入れないで当日出席して下さい。 

 

◎ポリオプラスについて    

地区ポリオプラス委員長 グレイス西藤道子様 

 

  ☆委員長ご紹介   

地区ポリオプラス委員    遠藤 二郎 

ご紹介を頂きました         

広尾ＲＣ会員、地区ポ

リオプラス委員長の

グレイス西藤です。 

先ずは、先日のチャリ

ティーゴルフコンペ

での会長、幹事、参加

者の皆様には大変お

世話になり厚く御礼を申し上げます。  

 私は、ポリオ撲滅に係わって 15 年になります。  

グレイス会主催のチャリテイコンサートは春・秋と 20

回を数えます。ポリオは、ここ数年で世界の 99％の撲

滅ができました。ただ、インド、ナイジェリア、パキ

スタン、アフガニスタンなどは、それぞれの宗教問題、

武力紛争を抱え、スムーズな撲滅に至っておりません。 

日本では野生株（＝ウィルス）による発生は 1980年が

最後で社会的には忘れられている病気です。ただ昨年

2/26の朝日新聞に北海道で生後6カ月の男子が予防接 

種により発熱、ポリオにかかったと掲載されました。 

このワクチンによる欠点として 300 万人に 1人位です

が発病の危険性があるのです。このような危険性のあ

るワクチンが必要なのでしょうか。海外発生国の保菌

者から感染する危険性がある為、国はワクチンの使用

を定めています。ワクチンには不活化ワクチンと生ワ

クチンの 2種類があります。不活化ワクチンというの

は、ウィルスを殺して有効成分だけを残した安全なワ

クチンですが、値段が高く、医師でないと注射できな

いという問題もあります。 生ワクチンは、生きたウ

ィルスを弱毒化したワクチンで乳幼児への授与が簡単

で口に垂らせば良く、費用も安くてすみます。先進国

の大半はこの 2種類を選択併用していますが、日本で

は国内製薬会社の保護の観点から不活化ワクチンは輸

入されていません。世界中でポリオが撲滅さえ出来れ

ば済むことですが。皆様も良くお考えいただき、ポリ

オ撲滅にご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

◎卓話 

 イニシエーションスピーチ  会員 柴崎 信洋 

 

 私は1966年2月2日に町田の農家で生まれました。

朝早くから農家の手伝いで今思えば大変役立ってい

ます。大学に行く気はなかったのですが、こういう

商売も学歴が関係するということで進学しました。 

コンピュターが好きだったこともあり電気科を選択

しました。厚木の大学も合格しましたが、渋谷で飲 

みたいということで国士舘大学に入りました。 

良き友人に会えたおかげで 1年遅れの 5年で卒業で

きました。 趣味はスキーです。 

卒業と同時に子どもの頃から手伝いをしていた叔父

の寺に来いということで 1 年間の我慢を条件に修行

に行きました。 

 修行の説明をします。 

まず、修行道場に入門すると 5 日間の試験がありま

す。最初の 2 日は「庭詰」と言って玄関に座る修行

です。3 日目は「旦過詰」と言って小さい部屋に一

日中座禅をします。あしは痛いし眠くても寝られま

せん。夜、寝るときは布団は一枚です。掛・敷両用

ですから丸めて用いるのですが、私は太っているの

でどちらか優先せざるを得ませんでした。 

朝は、4 時起床、外は暗い。衣を着けて本堂に行

き読経です。般若心経を読むわけですが、隣は駒澤

大学出身者なので的確に目で教本を追うことができ

ますが自分は電気科だからついていけません。読む

振りをするしかありませんでした。 

 朝食はお粥です。量は全員分で五合と決まってお

り上位の方から給仕するので下位のほうだと食べる

粥はほとんどありません。苦労しました。ここまで

やって初めて入門資格を得たことになります。 朝

早い時は、3 時座禅をして夜明け頃終了するという

設定になっています。最初は苦痛ですがそのうち気

持ち良くなってきます。禅宗一途に座禅が日課とな

っていきます。 

 本当の修行は年に 6回あります。「接心」と言いま

す。その間は 1 週間座禅三昧です。普段は耕作や托

鉢をして修行の時に備え蓄えておきます。 



12 月 1 日から 8日の 6日間は座睡になります。 

 4 日目位になると幻覚症状が現れます。その時叩か

れる訳ですが、さらに頑張れとの励ましなのです。 

自分も牛丼を食べに行く幻覚に襲われたことがあり

ます。1 年間の修行が終わると、ある程度一人前と

なります。それまでは奴隷生活です。 

２年目になると御飯係等を行い、２升のご飯炊き

と食事の用意をさせられます。全国から集まるので

味の好みの違いがうるさくて困りました。 

１年間のつもりでしたが、１年では僧になれない。 

 ３年かかるといわれ、２年目に逃げ出そうと思いま

したが我慢して３年半修行しました。修行が終わり、

門前の小僧でなく門後の小僧で小野路の実家から 

５０ｍの万松寺に入りました。 

万松寺の歴史は古く平安時代の建立です。 

小野小町の伝説は日本中あちこちにありますが、小

野路と言う地名も小野小町から来ています。万松寺

の奥に小野井戸があります。小町が病気になった時、

泉水のご利益で治療に来ましたが、なかなか治らな

い。引きあげようと思いましたが、うたた寝の中に

薬師様が出てきて、もう少し滞在するよう言われ、

そのまま床についていたら病が治ったそうです。 

 それで豪族の方がそこに薬師如来を入れて仙水寺を

建立し、後に誰かがそれを鎌倉に持って行き安置し

ました。建長寺の大覚禅師の弟子の和尚が諸国に寺

を８ケ所建立しましたが、鎌倉から薬師様を持って

来て建立した万松寺もその一つです。 

  建長寺での修行を終え住職になる称号を頂く式に

出席していただいた萩生田茂夫会員の関係もあり、

私は今ここに立たせて頂いております。この会に入

会し、臨済宗の「巡り会う人は全て師匠である」と

いう言い伝えに従って手取り足取りお教えいただけ

ればと思います。 

   

 
 
 
 

 
 

町田市 万松寺谷戸 

 

 

 

 

 

  

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎来週の卓話    プログラム委員長 海野 榮一 

 来週は三田みよ子会員のイニシエーションスピーチ

と吉沢会員より今が旬である新型インフルエンザの政

府の対応と事情についてお話して頂くことになってい 
ます。 
 
◎点鐘            会長 伊藤 英也 
 

（今週の担当 山田  勍 ） 

 
 
 
 
 
 
 

 


