
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

 

◎司会       

ＳＡＡ・親睦委員会 山本マーク豪 

 

◎点鐘    会長 小泉  博  

 

 

◎国歌斉唱「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  菊池  敏 

◎「四つのテスト」唱和  

ＳＡＡ・親睦委員会 山本マーク豪  

◎お客様紹介           会長 小泉  博   

 卓話講師   高尾山薬王院法務部部長 堀江 承豊様  

                    菅井 倫浩様 

 ビジネススクエア多摩        吉田 淳実様 

            〃             藤原真由美様 

 

◎会務報告            会長 小泉  博  

本日例会後第７回定例理事会を事務局で開催致します。 

理事の方は御出席下さい。前回の例会で「細則改定検討 

委員会」の６名の方を発表致しましたが、第１回キック 

オフミーティングにて委員長に宮本誠会員が決定致し 

ましたので御報告致します。 

 

◎幹事報告            幹事 杉山 真一 

配布：ロータリーの友１１月号、本日の卓話資料 

   BSTAMAの資料 

回覧：RLI（ロータリーリーダーシップ委員会）パート 

   Ⅱ開催の御案内、バギオだより、ラオフレンズ小 

   児病院「今月の出来事」７～８月版、ふくしだよ 

   り１１月号 

他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせ下さい。 

 

◎多摩市の創業支援施設  

ビジネススクエア多摩について 

            吉田淳実様 藤原真由美様 

本日はビジネススクエア多摩の御紹介で参りました。約

５年前にオープンし、創業者支援としていろいろな事業

を展開している訳ですが認知度が低く、本日皆様に御紹 

 

 

 

 

 

 

 

介したいと思います。ビジネススクエア多摩は多摩市が

設置し、多摩信用金庫、多

摩大学、多摩市の産学官で

運営する公的な創業支援施

設です。創業者の方へ 

オフィスの提供と創業、経

営の相談を行っています。 

オフィスは様々なタイプを

用意しております。個室、シェアタイプ等御利用される

方に合わせて提供させていただいております。 

施設の特徴は１．法人登記ができます。２．２４時間利

用可能です。３．有人受付による荷物の受け取りに対応

しています。入居のメリットは、経営相談、資金相談が

いつでも受けられます。商談スペース、交流スペースが

利用できます。創業塾が優先して受けられます。 

入居対象者は・・・利用後６ヶ月以内に多摩市で創業予

定、又は創業後５年未満の個人・中小企業者・NPO法人 

利用期間は・・・３年（最大２年の延長可） 

入居までの流れは・・・１．インキュベーションマネー

ジャーの入居相談、２．入居申請書・事業計画書の提出 

３．入居審査（事業内容のプレゼンテーション）４．入

居決定。         以上ぜひ御利用下さい。 

 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

◎出席報告      出席奨励委員会 田崎 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           19名 

出席免除者        6名                             

計                25名 

出席率    25/30  = ８３.３３％ 

第1209回例会（10/19）訂正出席率 ８０.６５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 菊池 敏  

 

 小泉  博 堀江さま本日は卓話ありがとうござい 

ます。吉沢さんお久しぶりです。 

 杉山 真一 お客様ようこそ卓話よろしくお願い 

致します。 
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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 
        ２０１６～２０１７年度 

 

魅力あるロータリーに！ 

                                                                                                                             
 



 

田村  豊 寒くなりましたね。高尾 

山の紅葉がきれいな時期に 

なりました。 

 齋藤 誠壽 堀江様お話楽しみにしております。 

       お寒くなりました 皆様お身体に気を 

       付けて下さい。 

 宮村  宏 堀江様卓話楽しみです。 

 津守 弘範 堀江さんようこそ卓話楽しみにして 

います。 

 吉沢 洋景 長い夏休みをいただきまして。 

 入沢 修自 本日の卓話で ますます縁起がよくなり 

そうです。 

 田崎 博実 マークさん初司会がんばって下さい。 

 森本 由美 堀江さま、菅井さまお忙しい中ようこそ 

       いらっしゃいました。卓話よろしくお願 

いします。 

 中谷 綋子 寒くなりました お客様ようこそ。 

 初野 有人 寒くなりましたね。 

 関岡 俊二 堀江様卓話楽しみにしています。 

 伊澤ケイ子 堀江様ようこそお越し下さいました。 

 遠藤 二郎 堀江様ようこそいらっしゃいました。 

 村上  久 堀江様卓話楽しみにしています。 

 菊池  敏 卓話楽しみです 宜しく 

お願い致します。 

本日の合計￥１８,０００（累計￥２９４,００３） 

 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 森本 由美 

プロフィールを御紹介致します。 

八王子市在住。満５８歳。昭和５９年星薬科大学薬学部

卒業。昭和６２年智山専修学院卒業。 

役職 真言宗智山派大本山高尾山薬王院法務部長 

   八王子医療刑務所 教誨師 

   龍光寺末寺報恩弥陀院 住職 

 

◎卓話 心のふるさと「高尾山とお大師さま」 

        高尾山薬王院法務部 堀江 承豊様 

御紹介頂きました堀江です。

高尾山は霊山として１３０

０年の歴史のあるお寺です。

高尾山の中に「高尾山八十八

大師」があります。実は私が

高尾山に入りまして、お遍路

さんと御縁を頂いたのは、こ

の高尾山八十八大師が最初

なのです。今から１００年前

に八十八大師が作られました。現在も毎回２０～３０人

の方を連れて参拝しております。ふもとのケーブルカー

から１キロぐらい登り、そこから又１キロ行くと薬王院

があります。境内に諸堂があります。このケーブルカー

が出来たのは昭和２年で来年は９０年になります。高尾

山の住職は今３２世ですが、明治のころの山主がヨーロ

ッパに外遊し、アルプスのケーブルを見て高尾山に日本

で７番目のケーブルを作ったのです。高尾山は檀家寺と

言うよりも信徒寺であり、現在は僧侶が３０人、従業員

が５０人計８０人の宗教法人の事業所です。八王子観光

協会の調べでは年間２６０万人～３００万人の登山者

がいるといわれておりますが、その数パーセントの方が

信仰として登られております。高尾山八十八ヶ所は宗教、

宗派を問わずどんな方でもお参りできます。 

「お大師さま」とは今から１２００年前平安時代の高僧、

弘法大師空海であります。お大師さまは唐に渡って密教

を学び、多数の密教経典を持ち帰り真言宗を開きました。

多摩地域では、真言宗のお寺は高尾山薬王院と高幡山金

剛寺が有名で真言密教の秘法「御護摩供」の御祈祷を行

なっております。弘法大師は四国の香川県「善通寺」で

生まれ高野山で御入定されました。お大師様ゆかりの地

名が全国各地に数多くあります。 

お大師さまが修行されたという四国の八十八か所の内

容を説明いたします。お大師さまの修行した場所やその

足跡を巡礼する事が「四国遍路」です。四国の遍路は４

県にまたがっております。 

徳島県 阿波踊り 鳴門の渦潮 札所１番～２３番  

                 発心の道場 

高知県 坂本龍馬、カツオ   札所２４番～３９番 

                 修行の道場 

愛媛県 道後温泉、坊ちゃん  札所４０番～６５番 

                 菩提の道場 

香川県 うどん、瀬戸大橋   札所６６番～８８番 

                 涅槃の道場 

人生の中で一度は八十八か所霊場

をお参りしたいという方は少なく

ありません。お遍路グッズは、納経

帳、金剛杖、白衣、念珠、納札、お

線香、ろうそくです。 

高尾山薬王院の御本尊様は、薬師如

来と飯縄権現様です。現在は神仏習

合の飯縄権現様の方が有名になっ

ております。四国八十八か所のお寺

の中で一番多い御本尊様は、やはり薬師如来です。お遍

路が「お四国病院」「野外リハビリセンター」と呼ばれ

るように心身が浄化され、だれもが持っている自然治癒

力が湧き、免疫力が高まります。巡礼とは諸方の神社仏

閣、聖地霊場を参詣してまわること。こころとからだの

健康のために巡礼をお勧め致します。全国には札所と呼

ばれる霊場がお大師様だけでなく、観音様、お不動様の

霊場など数多くあります。 

仏様との尊いご縁をいただいてその地の自然と歴史に

触れ信仰と観光を両面でお楽しみ下さい。 

 

◎お礼と閉会点鐘        会長 小泉  博 

堀江様ありがとうございました。心洗われるときが一時

でもよいというお話しに私自身救われる思いが致しま

した。 

 

（今週の担当 関岡 俊二） 


