
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 豊田文智 SAA 
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2019年 7月 31日(水) 

ホームページ http://kisarazueast-rc.jp/ 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   加 藤 智 生 
幹  事   藤 永 範 行 
編  集   堀 内 正 人 

国際ロ－タリ－ 

ＲＩ会 長  マ－ク・ダニエル・マロ－ニ－ 
地区ガバナ－ 諸 岡 靖 彦 
ガバナ－補佐 小 川 義 則 
 

◆点鐘   加藤智生会長  
       １２時３０分 
◆Ｒソング「それでこそロ－タリ－」 

 
◆出席     会員 46名 
  出席 36名・欠席 10名 
◆出席率    85.71 % 
 

◆前々回出席率 88.09 %  修正後出席率 92.85% 
 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・内田 重 
勝呂泰樹・林孝二郎・渡邉元貴 

◆メ－クアップ【敬称略】  
 
・7/18 地区研修会   

山田修平  
・7/24 ゴルフ愛好会  

加藤智生 林孝二郎 石田 亨 鶴岡大治 
堀内正人 渡部和夫  宮寺順子 坂井健治 

・7/27 地区監査会  
          山田修平 加藤智生 藤永範行 
・7/29 袖ヶ浦 RC  

          金見和子 小林千晃 宮寺順子 
・7/30 規定審議会報告の集い  

          山田修平 加藤智生 藤永範行 
 

  

日本百名城 岐阜城 【岐阜県岐阜市】 

《今年度のトップ写真は日本百名城を掲載いたします。撮影者：栗坂禎一会員》 



◆誕生祝 【敬称略】 
7/20 渡部和夫 7/28 山田修平 
 
 
 
 

 
■会長挨拶・報告     加藤智生会長 

 
本日も例会お願いいたします。 
また先週行われた、早朝例会におかれましては朝
早くからお集まりいただき、太田山公園の清掃活
動にご協力いただき誠にありがとうございます。 
ＢＩＧ＆Ｒの会の活動の一つとしてボーイスカ
ウト、ガールスカウト、インターアクトの方々に
も多く参加していただきました、合わせて御礼申
し上げます。 
その後、木更津東ロータリークラブ第一回加藤会
長杯がカメリアヒルズカントリークラブで行わ
れました。 
このあと坂井会員の方からその報告があると思
いますが、なんと私が優勝してしまいました。幸
先の良い船出の一つなのか、ただ単に空気が読め
ないのかはわかりませんが、自分の名前が入った
トロフィーを頂くことができました。大変ありが
とうございます。 
さて、昨日ネットのニュースを見ていてある記事
が目に留まりました。 
群馬県全県で始まった部活改革という記事です。 
ある吹奏楽部の運営の在り方について書いてあ
ったのですが、長時間練習の常態化や厳しい指導
によりブラック部活とささやかれているそうで
す。 
ある親は「毎晩１１時近くまで部活をし、土日も
休みなし。娘にとってはただ眠いだけ。辛いだけ
の三年間でした。」と父親が語っていたそうです。 
そこで県教育委員会は昨年の四月に運動系、文科
系問わず、部活の休養日は週二日以上。平日の練
習は二時間以内などとする運営方針を策定した
そうです。 
ここで皆さんにも考えて頂きたいのですが、これ
で本当に強くなるのでしょうか？ 
私も中学高校とバトミントン部で、非常に厳しい
部活でした。でもそのおかげで、それなりの成績

を残せましたし、その時は大変でしたが、もとも
とバトミントンという競技が好きだったので続
いたと思いますしなにより今、社会に出てその経
験が何よりも役に立っています。学校教育も含め
本当にこれで良いのかと疑います。 
働き改革もそうだと思います。戦後日本がここま
での経済大国になったのは、先人の日本人が一生
懸命そして、たくさん働いたからこそ今の日本に
なっていると思います。残業させてはいけません。
なんてやっていたら中小企業の我々は企業間競
争に勝っていけません。 
この様な事をどなたが決めているのか？政治家
が決めているのか？官僚が決めているのか？わ
かりませんが、もう尐し現実味のあるところを考
えて頂きたいと思います。 
以上まとまりませんが、挨拶に代えさせて頂きま
す。 
■幹事報告             藤永範行幹事 

 

1.幹事報告 
1) 次週 8月 7日(水)例会ア
ワ－では、小川義則ガバナ
－補佐主催の「クラブ協議
会」が行われます。8月 21
日(水)３クラブ合同のガバ
ナ－公式訪問の準備として
各委員長さんにクラブ活動
計画書にそって発表して頂

きます。ご準備お願い致します。 
2)ガバナ－エレクトより「クラブ活動計画書」送
付の御礼が届いておりますので回覧いたしま
す。なお、ガバナ－事務所からもメ－ルにて届
いております。 

3)地区補助金委員会より「ポリオ撲滅のチラシ」
および「ピンバッチ」が届いておりますので配
布いたします。 

2.他クラブからのお知らせ 
1) 上総 RCより「クラブ活動計画書」が届いてお
りますので回覧いたします 

2) 木更津 RC・君津 RC・富津中央 RCより「例会
変更のお知らせ」が届いておりますので回覧い
たします 

3) 木更津 RC・君津 RC・上総 RCより「週報」が
届いておりますので回覧いたします 

3.その他のお知らせ 
1) 木更津社会福祉協議会より「第 3回チャリテ
ィゴルフ大会事業報告・御礼」が届いておりま
すので回覧いたします   

2)千葉日報社より「役員就任ご挨拶」が届いてお
りますので回覧いたします 
3)先日チャリティ－ボックスを回しました、国連
支援募金事務局より「麻薬・覚せい剤乱用防止
への寄付のお礼状」が届いておりますので回覧
いたします。寄付総額は 27,901円でした。 

4)大和町町内会より「祭礼寄付金のお礼状」が届
いておりますので回覧いたします 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お誕生日 

おめでとう！ 

《例会場から見えるお庭は涼しげでした》 



■委員会報告 
◇ゴルフ愛好会            
坂井健治会員 
ただいまより、第 1回加藤会長
杯の表彰式を行います。優勝者
は加藤智生会長です。 
 
「第 1回加藤会長杯」表彰式 

優勝者 加藤智生会員 
 

≪優勝スピ－チ≫ 
第 1回加藤会長杯という
冠なのに、自ら優勝して
しまいました。幸先の良
い船出の一つなのか、た
だ単に空気が読めないの
か？なにはともあれメン
バ－に恵まれ優勝するこ
とができました。ありが
とうございます。 

 
《成績表》 

 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優 加藤智生 ４３ ４２ ８５ 16.0 69.0 
２ 林孝二郎 ４７ ４９ ９６ 23.0 73.0 

３ 石田 亨 ３７ ５３ ９０ 16.0 74.0 
４ 鶴岡大治 ４６ ５０ ９６ 17.0 79.0 
５ 堀内正人 ４７ ４８ ９５ 16.0 79.0 
６ 渡部和夫 ５７ ５５ 112 25.0 87.0 
７ 宮寺順子 ５５ ６２ 117 30.0 87.0 
NR 坂井健治    30.0  
 

  【於；カメリアヒルズゴルフクラブ】 
 
◇ニコニコボックス 

クラブ管理運営委員会     
田口理紗会員 

 

・加藤智生会長 
第 1回加藤会長杯で優勝させ
ていただきました。ありがと
うございました。 

・渡部和夫会員 
やっと７３才となり尐々くたびれて来ました
が、もう尐しがんばりたいと思いますのでよろ
しくお願いします。 
 

・山田修平会員 
7月 28日７８才の誕生日を迎えました。当日
は小学１年生と４才の孫からバ－スディ－カ
－ドをもらいました。誕生日祝いを頂きありが
とうございました。 
 

・鶴岡大治会員 
法人会では橋本徹さんの講演会を企画してい
ます。売り切れ必至です。早めにお求め下さい。
チケットは石田会員が持っています。 
 

・石田 亨会員 
24日の早朝例会の太田山清掃に参加された皆
様ありがとうございました。11月に桜の植樹
までに又お手伝いをお願いする事もあります
ので、よろしくお願いいたします。 

・宮寺順子会員 
本日卓話をさせて頂きます。頑張ります。どう
ぞよろしくお願いします。 
 

■例会アワ－      クラブ管理運営委員会          
  
 司会進行  プログラム担当  藤野宏冶会員 

   
 
 
 
◇新会員卓話       宮寺順子会員 

寺に嫁いで 「寺と住職と私」 

 
平成最後の 1月に入会させて頂きました宮寺です。
新人卓話をさせて頂きます。 
私は君津市で生まれ、平野山髙藏寺に 33 歳で嫁
ぐまで君津市で過ごしました。 
ロータリークラブは素晴らしい方々がご活躍さ
れている団体だと存じておりましたが、皆様の仲
間に入れて頂き、このように皆様の前で卓話をさ
せて頂いていることが、信じられない思いでござ
います。皆様の前で話をすることは得意ではござ
いませんので、お聞き苦しいとは思いますが、ど
うぞよろしくお願いいたします。 

 
先ずは自己紹介をさせて頂きます。昭和 33 年 10
月 14 日、サラリーマンの父金一郎、小学校教員
の母政子、4 人妹弟の長女として君津市中野の石
井の家で生まれました。両親共に働いていたので、
育ててくれたのは母の母（祖母みつ）でした。子

《藤野会員が IT ノウハウを駆使してスクリ－ン・プ
ロジェクタ－のお手伝いです。》 



供のころは昭和 30年代！冷蔵庫もテレビも無く、
友達と暗くなるまで外で遊び、家では自分の部屋
などありませんから、妹弟と遊び、母が帰ってく
ると、眠くなるまで勉強の時間でした。日曜日は
家族でいろいろなところに出かけました。普段一
緒にいられる時間が尐ないので、日曜日は大切な
家族の時間だったと思います。 
父、の自慢になりますが、囲碁、将棋、夏は海、
登山、スキー、スクーター、車！と多趣味な父で、
友達のお父さんの誰よりも面白い父でした。初め
てスクーターが届いた日に 5歳の私をスクーター
の前に立たせて。海岸通りを走り千葉までドライ
ブしました。海の香りと風が気持ちよかったのを
今でも鮮明に覚えています。 
子供の記憶って凄いですね。帰ってから、父は祖
母と母にひどく叱られていました。社会人になっ
た私にゴルフを教えてくれたのも、今は亡き父で
した。 
母は、とにかく怖い人です。とっても優しい人で
すが、学校のストレスもあったのでしょうが、気
に障ることがあるととことん怒られます。高校 2
年の時は、半年も口を聞いてくれませんでした。
優しい祖母と父が頼りでした。よくグレないもの
だと当時思ったりしました。あまりに怖くてグレ
ルことなどできなかったんですね。 
そんな母ですが、おしゃれで綺麗で私の 1番の理
解者でもありました。今も元気で髙藏寺で御朱印
のお仕事をしてくれています。元気でいてくれて
私は本当に幸せです。 
母のように輝きたくて、小学校の教員を目指して
いたのですが、当時交際していた方が、新日本製
鐵にお勤めしていて、急遽方向転換して新日本製
鐵の入社試験を受け難関でしたが入社すること
ができ、父は喜んでくれましたが、母はもちろん
大反対でした。昭和 52 年入社し、管理センター
の生産業務部薄板調整課に配属されて、平成 4年
3 月まで勤務させて頂きました。社会人経験は髙
藏寺に嫁いでからも大変力になりました。 
髙藏寺第 35 世弘正住職と私の共通の友人の紹介
で平成 4年 11月 24日に結婚いたしました。何も
わからない私に、御朱印の書き方、事務、寺の受
付業務、会計、等々を一から教えてくれました。
私にとって住職は尊敬すべき師匠でした。大好き
な夫と思うようになるのはずっと先の事でした。 
髙藏寺は西国・坂東・秩父の日本百観音坂東 30
番札所です。もちろん定休日はありません。お手
伝いをしてくれる方を雇う余裕もなかったそう
で、私が毎週日曜日は家族でお出かけ！という話
をすると信じられないと言っておりました。髙藏
寺では休日は平日より来山者も多く、また御法事
等で住職は忙しく、家族で出かけることは難しか
ったそうです。昔は髙藏寺にはガスも水道も通っ
てなかったそうで、寺の後ろ 100m 程のところに
ある井戸小屋へ水を汲みに行くこと、調理やお風
呂を沸かす薪を拾ってくることが、尐年の頃の日
課だったそうです。水道が引かれ、ガスが入ると、
すごく感動したそうです。御朱印で寺に訪れる方
も今ほどいらっしゃらず、大学の学費も奨学金で
補ったそうです。初めての東京暮らしは楽しくて、
学業と修行の両立は大変だったそうですが、髙藏
寺に帰るのはそれ以上に嫌だったと言っており
ました。 
26歳で髙藏寺住職に就任してからは、お檀家様の
ご負担を軽減しても、維持していける寺院にした
いとの思いで、水子地蔵尊、望み叶え観音、本堂
屋根修復、観音浄土巡り、と事業を進め、お正月
には３万人を超える参拝者が訪れる通称『高倉観

音』と、地域はもとより全国的にも親しまれるお
寺になりました。 
最近の尐子化、お墓を守る人がいない等の声を聴
き、永代供養塔、樹木葬の整備も完成し、若き日
に計画した全ての事業を達成して平成 28年 12月
に７０歳で逝去されました。長男の光明が３６世
住職に就任し先代の思いを受け継ぎ髙藏寺住職
として髙藏寺を守っております。3 男聖也、5 男
康太も父の背中を見て育ち僧侶への道を選びま
した。余談になりますが、教育委員会の係長時代
に、国体選手が来るということで、周西中体育館
に会場見学に来たそうです。 
私は中学校 2年生！体育館でバスケットの練習を
していました。住職とはその時が初めての出会い
だったのです。数十年後に友人に連れられて初め
て髙藏寺を訪れ、結婚し３６５日一緒にいて、良
き夫以前に、師匠であり、父であり、親友であり、
息子でもあった夫でした。 
人生に無駄なことは一つも無く、すべての経験が、
胸を張って、あの世に帰るために必要なことだと
判らせてくれた夫でした。どうぞ皆様、これから
も未熟な私にご指導を宜しく 
お願い致します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

点鐘 加藤智生会長 13:30 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

本日のメニュ－ 


