
E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website:http://www.zushi-rc.com/ 

本日の進行 

（18:00～22:00オープン） 

100％出席例会 於：哉吉 

―次回のお知らせ― 

10月 26日(12:30) 

横山 訓人会員 

「イニシエーションスピーチ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 先日、東京国立博物館に「運慶展」を見

に行ってきました。仏師運慶の作品は現在

まで 31 体確認されていますが、その内の

22 体が展示されていました。東大寺南大

門の「金剛力士像」は平安後期から鎌倉前

期まで活躍した２大仏師、運慶と快慶の代

表的作品です。運慶は鎌倉幕府と親交があり、主に奈良と東国

で作品は制作されています。近郊では横須賀浄楽寺の「毘沙門

天」「不動明王」、横須賀満願寺の「観音菩薩」「地蔵菩薩」

が展示され素晴らしい輝きを放っていました。近くに運慶作が

存在するのは驚きでした。 

 仏像の世界は「如来」「菩薩」「明王」「天」の４つの流れ

で構成されています。「如来」は悟りを会得した仏。「菩薩」

は修行中の仏。「明王」「天」は仏を守護する神です。 

「如来」の代表は「釈迦如来」「阿弥陀如来」「薬師如来」の

３体です。「明王」は「不動明王」「愛染明王」「大威徳明王」

などです。「天」は主に「多聞天」「帝釈天」などで、「金剛

力士」や釈迦を守る「阿修羅」の八部衆もこの範疇に含まれま

す。運慶には湛慶以下６人の子供があり三十三間堂の千手観音

の制作、修復に力を注いだと言われています。 

 

 

匂坂幹事 到着物：・大谷ガバナーから公式訪問のお礼状 

         ・ガバナー月信 10 月号 

         ・横須賀北 RC より週報 

開催案内：・11/14（火）18:30～ 会長幹事会  

於：「幻蕫庵」鎌倉 RC ホスト 

・11/24（金）15:00～ 地区会員増強・会員維持セミナー 

於：鎌倉パークホテル 会費 2,500 円 

・12/3（日）13:00～ 第 2780 地区ローターアクト 

第 29 回地区年次大会  於：小田原箱根商工会議所 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村松会長の時間 その他：・活動計画書に訂正があります。P14 にあります 

   米山奨学委員会副委員長に湊屋さんとなっています 

   が、正しくは、矢部光治さんです。 

   ・ガバナー月信 10 月号 P１２に逗子 RC の記事が 

  載っています。ご一読下さい。 

委員会報告 松田社会奉仕副委員長：・森澤社会奉仕委員

長の代理でお伝えします。今週日曜日の市民祭りです

が、雨天でも警報がない限り決行するようです。皆様

のご参加お願い致します。 

  ・親睦ゴルフのコンペの件ですが、11 月 16 日葉山

カントリーにて開催する予定です。（未定です） 

臼井米山奨学委員長：先週の卓話で米山についてお話いた

しましたが、まだお持ちでない方は是非「豆辞典」を

お持ち頂き、熟読してください。又、今月のロータリ

ーの友にも米山についての記事が沢山掲載されてい

ますので、よく読んでください。 

10 月 15 日(日) 逗子市民まつり 

危険ドラッグ乱用防止＆END POLIO NOW ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

綿菓子でチャリティー募金 28,513 円 
   雨の中を、逗子 RC 会員 24名が参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報  告 

 No.15 2017 年 10 月 19 日 

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 
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財団ニコニコ 矢部（光） ＄100 北島 ＄20 

        臼井、大下 各＄10 

米山ニコニコ 村田 20,000 円 清水（惠）5,000 円 

        横山（健） 3,000 円 

船津、矢部（光）、松井、北島 各 1,000 円 

【小坪の教育について】 
逗子で最も古い小学校は、明治 7 年に現小坪寺の本堂を使った“鷺浦（さぎのうら）学舎”で、翌

年小坪小学校と改称、明治 31 年に現在の小坪小学校の場所に校舎を建てました。大正 12 年の関東大

震災で大きな被害を受け、津波は川沿いの家を流し、小学校の下まで来て、死者 20 数名を出しました。 

戦後すぐの昭和 20 年 10 月 20 日、飯島の対艦砲台で遊んでいた小学生 15 人が、火薬の爆発に巻

き込まれ死亡する大惨事が起きました。対艦砲台は、15cm カノン砲 2 門の洞窟砲台で、トンネルの

中にありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丸山様（元会員）…草柳博のサポートをします。 

草柳君…卓話がんばります。 

村松会長…暑い日々も今日まで、明日から雨が続きます。身体

に気を付けて。草柳さん卓話よろしく。 

匂坂君、松井君、三宅君、山口君、船津君、矢部（光）君、菊

池君、山本（由）君、服部君、松田君、北島君、山本（三）さ

ん…草柳会員、本日は卓話宜しくお願いします。 

橘（武）君、福嶋君、宝子山君、横山（健）君…草柳会員、小

坪の話、楽しみです。 

毛利君…まだ、暑いですね。 

村田君…元気してる！？ 

臼井君…米山月間です。ご寄付をよろしく。 

矢部（房）君…草柳会員卓話よろしく。逗子リトルリーグジュ

ニア神奈川連盟大会にて準優勝しました。 

桐田君…風邪気味でのどが痛いです。 

小西君…天候の変化についていき、体調管理につとめていきま

しょう！ 

清水（惠）さん…一色海岸の海亀の卵、孵化したかしら？ 

横瀬君…皆様よろしく。 

ニコニコＢＯＸ 本日合計    ￥３５,０００  累計 ￥５８２,０００ 

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名） 

      出席者 30 名 出席率 58.82% 

「小坪の今昔」 草柳 博会員 
【小坪の今昔】 
小坪には、日本武尊が東北地方の平定に向かった古東海道跡が今も残されています。亀ケ岡団

地北側の“まんだら堂やぐら群”は、150 穴以上が良い状態で確認され、日本でも大変貴重な

ものです。 

源頼朝は、妾の亀前が小坪の伊勢町に住んでいたため、鎌倉から船で通っていたようです。

頼朝が来ると、大きな井戸の辺りで度々宴席が設けられたとのこと。鎌倉時代はこの辺が小坪

の中心地でした。 

 1232 年、我が国に現存する最古の築港遺跡、和賀江島ができて小坪は便利になり、人口も

増えました。1781 年頃、小坪村と材木座村の間で和賀江島の所有権争いが起こり、私の祖先、

浦名主の草柳新左衛門が訴文の代表となりました。新左衛門は文化人で句会を開いたり、飢饉

の時に人々に食事を与えたりしたと伝えられています。また、幕末には８漁村の惣代となり、

今もその屋号が残っています。 

 小坪が一つの村として組織的な生活を始めたのは室町時代で、和賀江島へ多くの船が入港し、紀州・伊勢の人々が小坪に移住

しました。小坪に 4 つもの町があり、神社仏閣が多いのもその名残です。 

須賀神社は、素戔嗚尊（すさのうのみこと）を祭っています。33 年ごとに素戔嗚尊が御神輿に乗って葉山の女神、森山神社の

櫛稲田姫に会いに行くお祭りは、“三十三年祭行合祭り”と呼ばれ、奈良時代から 1,300 年近く続いています。 

明治初め、小坪は戸数約 400 戸 3,600 人を数えました。当時の逗子は、50 戸、沼間 30 戸、池子 70 戸だったので、小坪

の発展ぶりが分かります。大正 3 年、飯島から手掘りのトンネルが開通し、戦後は、京浜急行のバスが鎌倉駅から小坪まで通じ

たので、小坪の住民は鎌倉経済圏に入りました。それは、電話番号の市外局番からもうかがい知れます。昭和に入ると、横須賀

に軍港ができて横須賀線が開通。小坪 669 戸に対して池子は 3 倍、山の根 10 倍、逗子は 34 倍と人口が大きく逆転しました。 

小坪は、有名なシラスのほかに、ワカメやサザエも獲れます。また、毎年 11 月 23 日に宮中で行われる新嘗祭には、小坪で

採取される海松（ミル）が献上されています。 

 

当時、私も砲台に遊びに行きましたが、運良く家に帰っていました。しか

し、当時 5 年生の兄が大火傷をし、その日のうちに絶命しました。兄が最後

に、「俺があんなところで遊んでいて悪かった」とはっきり話したことは、

72 年経っても忘れることができません。私の家があった伊勢町では、5 人

が絶命しました。 

昭和 18 年に三浦郡逗子町が横須賀市に強制合併されたため、こんな大き

な事故にもかかわらず、逗子市に当時の記録は残っておらず、横浜防衛施設

局にあるのみです。その後、昭和 25 年に横須賀市から逗子町として独立、

昭和 29 年に逗子市が誕生しました。 

事故現場の砲台横にあった慰霊碑は、遺族が知らない聞に、辺鄙な飯島の

崖の下に移されました。草ぼうぼうで供養ができず、事故を知る小坪の有志

の方々が祈祷や献花をしたくてもできません。慰霊碑を事故現場付近に移す

ことができればと思います。 

 

担当：服部 城太郎 


