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―2748 回 例会記録

本日の進行（12:30）
関 健氏
「知っ得ずし検定」
―次回のお知らせ―

由夫

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

「現代医療をめぐる話題―
特に免疫と認知症について」

2019 年 3 月 7 日―
幹事報告

山本会長の時間
皆様、こんにちは。今日の卓話は、菊池
会員のご紹介で、延命寺のご住職・神田宜
優様です。
「逗子大師延命寺について」と題
してお話を伺いたいと思います。後程宜し
くお願い致します。
また、3 月 2 日の IM、皆様お疲れ様でし
た。式典と懇談会は例年の IM でしたが、各 5 クラブが 30 分
の持ち時間でそれぞれ独自のクラブ紹介を行いました。鎌倉
RC・逗子 RC・鎌倉大船 RC・葉山 RC・鎌倉中央 RC の順番
でクラブ紹介が始まりました。
私の感じたところでは、逗子 RC の水戸黄門、葉山 RC のフ
ラ葉山 RC ボーイズの２クラブの紹介が、クラブの特徴がよく
出ていたように感じました。生意気なようですが、ここだけの
話として、ほかの 3 クラブはクラブの特徴があまり出ていなか
ったように思います。我々逗子 RC の水戸黄門がなければ、会
場は盛り上がらなかったのではないでしょうか。皆様にも、さ

清水幹事 到着物：ロータリーの友３月号
開催案内：・3/12（火）１９:００～ 会長幹事会
於：おせっかい食堂 Kaina
ホスト葉山 RC
・4/９（火）
「第 53 回神奈川県ロータリアン親睦テニス会」
於：湘南ローンテニスクラブ 9:00 集合
例会変更案内：鎌倉大船 RC…3/7（木）移動例会
「チャリティー企画第 5 回朗読の会」於：成福寺
その他：３月１１日（月）
「3.11ALL=逗子 Movement.Vol.8」
を開催致します。今年もマクドナルド前にて献花台
を設置いたしますので、お時間のある方はお手伝い
お願いします。
委員会報告 村松雑誌委員長：ロータリーの友 3 月号を本日
もお配り致しました。いくつか抜粋してご紹介しま
す。今月号も面白い記事が沢山載っております。是
非、読んでみて下さい。
松田会員：3 月 2 日に、地区青少年奉仕委員会に出席して参
りました。次年度は、逗子 RC がホストクラブとな
り、ハンガリーからの交換留学の学生を受け入れま
す。学校、ホストファミリーを決めないといけませ
ん。皆様のサポート体制が必要で、御協力御願い致
します。

すが逗子 RC だと感じて頂けたと思います。私事で恐縮ですが、

3 月理事会報告

2 次会が少し寂しく感じましたが、IM は葉山 RC さんはじめ、

①3/2（土）第２グループ I.M 報告：寸劇費用について、
50,000 円は I.M 実行委員会が支出、残金 25,000 円を

皆様のおかげで無事に開催できたと思います。
3 月は基本的教育と、識字率向上月間です。ロータリアンと
しての常識と自覚を持って行動していきたいと思っております。
これで会長の時間を終わらせて頂きます。それでは、神田住職、
卓話をお願い致します。

【出席報告】

クラブから支出

→承認

②3.11ALL 逗子 Movement について：活動支援金 1 万
円を寄付

→承認

③補助金申請について：キルギス調査案件、地区補助金の
申請する事について、及びクラブ拠出金約 10 万円をク

会員数 47 名（出席免除 3 名）
出席者 21 名

出席率 45.65%

ラブより出金する

→承認

④予算執行状況報告：ニコニコ会計はやや収入が少ないと
の意見あり。その他適宜推移。

→承認

⑤会員の退会について：北島会員、草柳会員より退会の申
し出あり（3 月末日にて）

→承認

財団ニコニコ

菊池、松田、大下

各 ＄10

⑥会員親睦旅行について

米山ニコニコ

船津、菊池

各 1,000 円

⑦「駅前寄席 in 逗子文化プラザホール」
（5 月）の後援に

→継続審議

ついて、名義を貸してほしいとの要請あり。→承認

「逗子大師延命寺について」
逗子大師 黄雲山

神田

宜優氏
延命寺住職

延命寺の生い立ち

先ずは延命寺の縁起をご紹介致します。延命寺は天平年間開山とされ、開祖は行基菩薩様、
歴史は千二百年となる三浦半島でも古刹の寺となり現住私で七十四代目の住職となります。
黄雲山

延命寺創建の歴史は、1300 年前に遡ります。奈良時代、僧

行基の全国行脚の

折自然豊かな地に地蔵菩薩を安置し本尊とされました。後に弘法大師がこの地を訪れこの
地蔵菩薩を安置する厨子を設けられました。これが逗子という地名の発祥となりました。
延命寺は真言仏教の 13 派の内、正式には

高野山真言宗派に属しています。

弘法大師に学ぶ、人生のヒント
真言宗の宗祖弘法大師といえば、大師が歩まれた四国 88 か所のご霊場をめぐる巡礼の旅が有名です。1200 年を経た今で
も多くの老若男女がこの地を訪れ、心願をもって巡礼をしています。巡礼が始まるきっかけを作った人物は、四国の豪農、
河野衛門三郎という人物です。三郎は強欲で情もなく、人望のない人物でした。ある日、屋敷の門前に托鉢を始めた修行僧
がいました。八日間続いた説法に怒り竹箒で托鉢の鉢を叩き、鉢は落ち 8 つに割れてしまいました。修行僧が去った後、三
郎の 8 人の子どもたちは次々と命を落としました。悲嘆にくれた二郎は今までの自分がしてきた強欲で情のない行いが不幸
を招いた、と深く反省し僧に詫びるため、後を追い旅に出ます。その僧こそ弘法大師空海であり、四国巡礼の始まりです。
弘法大師の言葉に「心暗きときは、即ち遇うところ悉く過なり

云々」があります。これは「迷いと悟りはすべて自分の中

にあり、欲やエゴが自分の中で生まれ、心に迷いがあるから災いをもたらす」という意味です。禍が生まれてしまいそうな
時こそ自分の中で何が禍の原因なのかを今一度思い返してください。道は必ず開けるはずです。
担当：村松

3.11ALL＝逗子
Movement.Vol.8
今年も、IR 逗子駅マクドナルド前にて献花
台を設置し、１０時より、逗子 RC 会員約
１７名、交代で義援金募金活動を行いまし
た。

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥３４,0００

山本（由）君…IM 出席の皆様お疲れ様でした。水戸黄門が一番で
したね！！
清水（惠）さん…IM 御協力ありがとうございます。
鈴木（安）君…1 週間ハワイ旅行楽しんできました。
船津君…よろしく。
矢部（光）君…神田宜優延命寺住職をお迎えしてスピーチ楽しみです！
橘君…延命寺住職神田氏のお話楽しみに。
山科君…IM の水戸黄門ご苦労様でした。

累計

￥1,４１７,０0０

矢部（房）君、山口君、松井君、三宅君、藤吉君…卓話神田宜
優住職宜しくお願いします。
村松君…今年は桜開花早そうです。卓話興味あります。宜しく
お願いします。
桐田君…三寒四温、体調管理を!!
菊池君、服部君、松田君、矢島君…延命寺ご住職神田様卓話宜
しくお願いします。
森澤君…なかなか晴れませんね。

