
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会  森本 由美 

 

◎点鐘              会長 宮本  誠 

◎国歌「君が代」斉唱 

◎ロータリーソング「我等の生業」       

           ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

「四つのテスト」の唱和    

ＳＡＡ・親睦委員会 森本 由美  

  

◎お客様紹介           会長 宮本  誠 

 多摩市社会福祉協議会       川田事務局長 

    〃        森田まちづくり推進係長 

 

◎会務報告            会長 宮本  誠 

★第4回グループ協議会（12月1日）に、会長・幹事・

事務局が出席しました。 以下に、ガバナーの要請事

項及び、報告事項を記します。 
＊Ｒ財団寄付について一層の協力。 
＊ソウル国際大会への登録協力。・今回、若者リーダー 
養成プログラム“Young Leaders Summit”が用意さ 
れており、ロータリアンのご子息やご息女、お知合い 
を推薦いただきたい。 

＊My Rotary会員に５０％以上の登録促進を願います。 
＊出席率アップ。（当地区は、日本で最も低いそうです。） 
＊「卓話講師」リストへの登録要請。 
＊多摩東グループＩＭはテーマを“青少年奉仕の事例発

表”とし、来年4月13日（水）、調布「たづくり」で

開催されます。（当日は、例会振替となります。） 
★本日例会後、定例理事会を開催します。 
○津守会員からのお心づくしが各テーブルに配られて 
 おります。ご賞味ください。 
 
◎幹事報告            幹事 入沢 修自 

配布物：12月16日“クリスマス家族懇親会のご案内”、 
親睦旅行収支報告、津守会員卓話資料（各テーブル

に配布）、タウンニュース11月5日号（平和のシン 
ボルツリー「アオギリ２世」記念植樹式典に、多摩

グリーンロタキッドクラブ出演記事掲載。）、ロータ

リーの友12月号。 
 
 
 

 
 
 
 

回覧：東京稲城ＲＣ会報、一般社団法人 ロータリーの

友事務所 事業報告。 
他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせ下さい。 

◎多摩市社会福祉協議会 

「歳末助け合い運動ご協力のお願い」 

                  川田事務局長 

12 月 1 日から全国一斉

に「歳末助け合い運動」

を行っております。例年

の事ですが・・皆様方に

も、ご協力をお願いいた

したいということで伺

わせていただきました。

従来の助け合い運動は、年越しに入用な“餅代”をお届

けしようという趣旨でありましたが・・。最近では、地

域の福祉活動に資する目的の募金としてご協力を願お

うということになっております。（例えば、地域のお年

寄りが集まられる際の“サロン活動支援用途”等々） 

皆様のご理解をいただきますようお願いいたします。 

ご報告とお礼 「￥１７,１６６ 募金でした」森田さまより 
【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

★ロタフェロー 西村祐亮君 近況報告 

               海野 榮一副委員長 

車いすテニスプレーヤーの西村さんから連絡が入りま

した。ランキング上位8名だけが参加できるマスターズ

大会で3位入賞ポイントを獲得。結果、今年の通算成績

は、国枝選手に次ぐ2位に上昇（自己最高）した模様で

す。この状態で来年5月を迎えることが出来れば、リオ 

デジャネイロパラリンピック日本代表に選考されるこ

とが確実になりそうです。 

 

★クリスマス家族懇親会のご案内 

          三田みよ子ＳＡＡ・親睦委員 

 

今年の最終例会となります“Ｘmas家族懇親会”を、 

12月16日（水）18：30 ～ 20：00 

於：京王プラザホテル多摩４Ｆ「アポロ」で行います。 
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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 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25 周年クラブを！             
                           



なお、恒例のビンゴゲームも行いますので会員一人一品

以上（一品3000円以上相当）の景品をご提供くださる

ようお願いします。 
 

 

 

 

 

◎“Ｗｈｏ ａｍ Ｉ”の正解者    

           森本由美会報・記録委員長 

今年度会報委員会の新企画“私は誰でしょう”。 

今月は「宮本会員」です。
（28 歳時の写真だそうで

す。）今回の当選回答者は、 

菊池・三田・峯岸・入沢・

津守・萩生田の各会員で

計6名の方々です。 

今日出席の方の「ジャン

ケン」で決めていただき

ます。 

 

  

 

 

 

 

  

   (激戦の結果、当選者は菊池会員と決まりました。) 

 

◎出席報告       出席奨励委員長 田﨑 博実 

 

会員総数                32名 

出席義務免除者         8名 

出席者数 出席義務者           17名 

出席免除者       5名                                     

計                22名 

 

出席率    22/29 =  ７９.３１％ 

第1170回例会（11/18）訂正出席率８７.５０％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 田﨑 博実 

 宮本  誠 寒いですねー 忙しいですねー。 

       先生じゃないけど走らされています。 

 入沢 修自 師走です。忘れ物をないように！ 

 荒瀧 義機 社会福祉協議会川田事務局長様 森田 

まちづくり推進係長様ようこそいらっ 

しゃいました。卓話楽しみです。 

私事ですが本業が試練です。 

 大松 誠二 宮本さん 息子の写真を出しちゃ 

ズルいよ。 

小泉  博 お客様ようこそ 津守さん卓話よろし 

くお願いします。 

 峯岸  忠 津守さん卓話よろしくお願いします。 

       お客様ようこそ！！ 

 三田みよ子 今年も残りわずか、体調に気を付けて 

忘年会乗り切りましょう。 

 森本 由美 社協の川田さま、森田さま、今日は欠席 

       の会員が少し多いのですが、歳末助け合 

       いのお話よろしくお願いします。 

 斎藤 誠壽 今年の気圧配置では台湾坊主が多そう 

       ですね。 

 関岡 俊二 津守さん卓話楽しみにしております。 

 澄川  昇 津守さん卓話楽しみです。 

 田村  豊 お客様ようこそ、津守さん卓話楽しみで 

       す。皆様カゼをひかぬよう ご自愛を 

       1月1日、田村クリニックが当番医です。 

田﨑 博実 今月はまじめに出席します。 

 津守 弘範 今日は寒さも厳しいですね。 

 海野 榮一 津守さん卓話楽しみです。 

 海野 榮一 当たりましたようで・・・・・・ 

       中谷さんありがとうございました。 

 

本日の合計￥１８,０００（累計￥４７５,６６８） 

 

◎卓話者紹介      プログラム委員長 田村 豊 

 

先日、津守会員に卓話をお願いいたしましたところ、 

即座に快諾いただきました。吉祥院という多摩市きって 

の名刹のご住職を長年つとめられ、地域のいろいろなお

立場での役割を果たしておられることは、皆様ご存じの

通りです。今日は「多摩の歴史」というテーマでお話し

いただきます。 

 

◎卓話「多摩の歴史」 

       津守 裕範会員 

 
ニュータウンが出来る前、この

地域はどのような場所だったの

だろう？  
今とは違う光景が色々とありま

した。 
 
【多摩村】 

 
子供の頃の多摩の風景と暮らしは、川、山、畑、田んぼ 
のゆたかな村でした。学校は、今の市役所の場所に本校 
があり、前にあった市立幼稚園が、第１分教場であり、 
和田に第２分教場がありました。 
その当時の多摩村の人口は二万人程度でした。学校から 
帰ると、夏は魚とり、冬は野鳥・山芋堀り等で遊んでい 
ました。人口も少なく、桜ヶ丘駅で出会う人の顔も、何 
処の誰かがすぐにわかるほどです。 
当時の様子は、民俗学者、柳田国男著作の「水曜手帳」 
に掲載されています。 

楽しいプレゼント 

  お願いネ。。。 



 

【戦争と学童疎開】 
 
昭和19年8月、多摩に 
東京都品川区山中国民 
学校の子供たちが集団 
疎開でやってきました。 
 
疎開とは、戦争の状況が 
日本に不利になってく 
ると、都市が爆撃される 
危険を考え、都市に住ん 
でいる子供たちをより 
安全な場所に移すこと 
でした。知人・親戚に疎 
開するのが縁故疎開、学校単位でするのが集団疎開です。 
子供たちは多摩村と稲城村の寺院で集団生活をしまし 
た。多摩村では、吉祥院・大福寺は男子・高蔵院は女子 
です。期間は僅か一年ほどでしたが、疎開児童たち30 
名程は、朝は勤行昼はイモホリなどで過ごしました。 
 

【大和時代】 

 

660年 朝鮮半島、「新羅と百済の戦」に負けた百済の人々

を大和朝廷が引き受けました（今でいう難民）。 

朝廷では、百済の人たちを奈良・京都近辺に住むことを

許さず、関東の多摩川の北側に住まわせました。その地

名が「田園調布・調布・砧・狛江・福生・青海・越生・

高麗・・」等々で、今でも残されています。 

 

【鎌倉時代】 

 

北条氏の支配下にありました。北条氏の歴史書である

「吾妻鏡」では、乞田「吉富」・連光寺・一宮などは、

小山田三郎重成の領地とされ、多摩センター辺りから多

摩川あたりまでは沼地で、乞田の地名は、その沼地を田

んぼにすることを代官に乞うたことに起因しています。 

吾妻鏡にもある、分倍河原・関戸の戦を始めとする「北

条と新田の戦い」で、新田義貞の次男で笛の名人である

義興が吉祥院に泊りし折に焼打ちに遭い、現在の豊ヶ岡

の尾根を、馬に乗り、笛を吹きながら鎌倉方面に向かっ

た。（焼打ちの際に逃げた抜け穴が実在していました。） 

 

【江戸時代】 

 

吉祥院の創建は鎌倉初期ですが、資料で確認できるのは

江戸時代です。慶長 13 年（＝1608 年）、徳川幕府より

10 石・馬 2 頭との御朱印を賜り、山号を唐澤山、院号

は吉祥院、寺号は明王寺です。 

＊ 唐澤山、唐木田、平戸という地名の由来は、大和時

代にさかのぼります。馬引沢は馬を引いて通れないから

馬引沢と言い、永山は明治5年までは長山、瓜生は宇龍

と書かれていました。 

なお、江戸時代、檀家制度は寺社奉行に拠る制度であっ

て、その後の戸籍制度のような役割を担っていました。 

【明治以降】 

 

明治元年、廃仏棄釈令により、天皇家は神道になります。

（江戸時代までは京都 泉涌寺の檀家でありました。） 

なお、明治 38 年まで、多摩村は相模の国に属していま

した。（水源確保の観点から東京に編入されることにな

りました。） 

 

【生い立ち】 
のどかな多摩で育った私は若い時、坊主になるのが嫌で、 
大学は、仏教系学科のある東洋大学に進学しました。（選 
択した学部は文学部史学科で西洋史専攻、しかもキリス 
ト教史でした。） 
仏教ではなくキリスト教の学科を選んだのですが・・・。 
なんと、その選択がその後に“仏教”に入るきっかけと 
もなりました。 
 

＜キリスト教と仏教＞ 
キリスト教と仏教との関わりについて共通すると思え

る”例“を紹介します。 
＊二十世紀初めころ、イギリスのゴルドン夫人が、 
弘法大師を讃えた論文を書かれ、高野山に送られました。 
（高野山の一の橋にそのゴルドン夫人の論文の碑があ 

ります。） 
そのことは、前高野山大学学長、松長有慶先生著の“曼

荼羅”の本に記されております。 
この論文は、中世に栄えていたキリスト教の一派、ネス 
トリウス派（中国では景教といわれ・・今では滅びてあ 
りません。）に根差しているようです。そんなところか 
ら、キリスト教と仏教との関わりが読み取れます。 
 

【古今東西 言葉のつながり】 

＊アクア（＝アカ）は、インドから伝えられた言葉です。 
＊戦前、東芝電気の電球はマツダランプといいました。 
マツダは外国の言葉であり、古代ペルシャの光の神の名 
で、奈良、東大寺の大仏の名は「アフラペルシャナマツ 
ダ」と言い、仏の後光のことです。 
 

【十善戒】 

“命”について仏教では、十善戒（人として正しく生き

ていく実践道）として、お経にあります。 

 

十善戒；“行い”＝殺生、不偸盗、不邪淫 

“言葉”＝不妄語、不綺語、不悪口、不両舌 

“心”  ＝不慳貪、不瞋恚、不邪見 

三蜜 ＝ 行い（身体）・言葉・心（意）を“手向ける” 

ご清聴ありがとうございました。 
 
◎お礼と閉会点鐘         会長 宮本  誠 

   （今週の担当 海野 榮一） 

 
  ★１２月のロータリーレート 

        ＄＝￥１２０ 
 


