
 

 

【点 鐘】                鈴木(眞)会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】             蓬田 SAA委員長 

    それでこそロータリー 

【ゲスト・ビジター紹介】        鈴木(眞)会長 

    川崎 R.C 中村 近宏様・白井 勇様 

    川崎百合丘 R.C 碓井 勝次様・野島 敏昭様 

【今月の御誕生日】 

 親松 明会員・臼井 勉会員・ 

 青戸 慶太会員 鈴木 昭弘会員 

夫人 長瀬 美紀子様・  

山下 紀美子様・森 康子様 

【会長報告】  鈴木(眞)会長 

１．会長幹事会の報告 

 ①川崎西R.Cより卓話の案内 

  2月7日(金)12：30点鐘 ホテルKSP3F  

慶応義塾大学 名誉教授 池田 優氏卓話 

 ②百合ヶ丘R.C 小塚良雄会長より 

  炊き出し体験についての企画 

 ③交換留学生(仏)受け入れる事になりました。 

 ④IMの交通案内人人員配置の件 

2.2014－15年度RIテーマ決定のお知らせ 

3.2012－13年度の年次報告が届いています。 

4.インターアクト年次大会及び卒業式開催のお知らせ 

5.ロータリー米山記念奨学会より 

 ・蓬田会員へ功労感謝状が届いています。 

訃報 百合ヶ丘R.C関山秀男会員の奥様  

  1/21通夜・1/22告別式 川崎北部齋苑   

 

 

 

 

 

 

 

 
    

        
【幹事報告】                 森 幹事 

１．例会変更 

 ○横浜あざみ R.C  

  1/22（水）移動例会 12：00点鐘 すすき野中学校 

  2階会議室 「職場を語る会」 

  1/31(金)18：15点鐘 新横浜国際ホテル南館 2F 

  チャーチル「8クラブ合同例会」 

 ○川崎とどろき R.C 

 1/27(月)第 2グループ合同例会 17:30点鐘  

 ホテル KSP 3F 

 2/10(月)➡2/12(水)11：00点鐘 柏屋 例会後 IM 

○川崎中 R.C 

 1/28(火)➡1/27(月)第 2グループ合同例会  

 17：30 点鐘 ホテル KSP 3F 

 2/11(火)休会(祝日) 

【出席委員会】              佐々木委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1039回 24 22 2 - 91.7％ 

第 1038回 24 21 3 1 91.7％ 

第 1037回 25 21 4 1 88.0％ 

【ニコニコ委員会】            雪井委員長 

  第 1039回（件数）      合    計 

ニコニコ    24件 ￥29,000 

●お客様 

◇川崎 R.C 中村 近宏様 「本日は卓話に参りました。 

   全員居眠りして下さい。」 

◇川崎 R.C 白井 勇様 「いつもお世話になります。本

年も宜しくお願いします。中村さん、途中で失礼し

ます。申し訳ありません。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1039回 例会記録 平成 26年 1月 17日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第１０４０回 例会 １月２４日(金) 幹事の日 （半期を振り返って  例会場 百合ヶ丘カントリー倶楽部） 

第１０４１回 例会 １月３１日(金) 夜会移動例会（百合ヶ丘 杏花樓）点鐘 18：30 044-969-4685 

第１０４２回 例会 ２月 ７日(金) 理事役員会⑧ 

８月１６日（金）お盆休み 

第１０２０回例会 ８月２３日（金）米山奨学委員長会議報告  例会場 百合ヶ丘カントリークラブ 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R移動例会 

 



◇川崎高津南 R.C 長戸はるみ様 「３月３日（月）のコ

ンサートの案内を入れさせていただきました。会場に

一人でも多くの参加をお待ちしています。」 

◇川崎百合ヶ丘 R.C 碓井 勝次様 「おじゃまします。」 

  川崎百合ヶ丘 R.C 野島 敏昭様 「本年も宜しくお

願いします。」 

●当クラブ 

◇鈴木眞一会長 「中村様 卓話宜しくお願い致します。 

 白井様・碓井様・野島様ようこそ！」 

◇梅澤会員 「同 文」 

◇大野会員 「本日、中村様卓話よろしくお願いします。」 

◇志村会員 「本日は、中村様よろしく。」 

◇山下会員 「体調戻りました。」 

◇蓬田会員 「中村様、卓話宜しくお願い致します。」 

◇森幹事 ◇青戸会員 ◇臼井会員 ◇碓井会員  

◇親松会員 ◇君塚会員 ◇佐々木会員  

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員◇鈴木豊成会員  

◇花輪会員◇森啓伊会員 ◇雪井会員 

              以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団】          臼井委員長 

 第１０３９回 合    計 

R財団    １件 ￥１０，２００ 

梅澤会員  

【米山記念奨学】           志村委員長 

 第１０３９回 合    計 

米山奨学 3件 ￥４０，０００ 

 梅澤会員 

 志村幸男会員 「２月３日 15：30より節分祭〈豆まき〉 

        を行いますので、お待ちしています。」 

 鈴木憲治会員 「モンゴル米山学友会が創立されます。」 

   以上有難うございました。 

【雑誌・広報委員会】         鈴木昭弘委員長 

Ｐ7 ロータリー理解推進月間、特集記事をよくお読みください。 

Ｐ19第 42回ロータリー研究会レポートが掲載されています。 

Ｐ29 先月号に引き続き、２０１３～２０１４年度の地区大会の様

子が掲載されています。 

Ｐ32米山記念奨学会の記事、タイから花束のおかえしを。 

縦組 

４ページ、空海に学ぶ前向きな心 丹波あじさい観音寺住職、

小藪実英氏のコラムが掲載されています。 

２４ページ、ロータリーアットワークに神奈川ＲＣと捜真女学校

中学部・高等学部ＩＡＣの記事が掲載されています。 

３１ページ、横浜戸塚ロータリークラブの第２５００回記念例会

の模様が掲載されています。 

【プログラム委員会】          大野委員長 

 １月３１日の例会は夜会です、百合ヶ丘杏花樓です。 

 点鐘 18：30    会費３，０００円 
 

卓話 〈富士山について〉 

川崎ロータリークラブ  中村近宏 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

富士山という命名について 

富士山という名前はいろいろ諸説はありますが、「かぐや姫

物語」から名付けられたという説が 地元山梨県では一般的で

歌にもなっています。歌の５番で「甲斐の国にあるという 天に

一番近い山。不死の薬と置手紙、焼き捨てました。白い煙 今

では不死の山と呼ぶ。」   

この歌詞から西暦 1010年頃に「富士山」と命名されました。 

富士山は昔からの富士講などを含めた神教（宗教）などによ

り、気高さと各地から見る美しさが認められ、文化遺産になりま

した。 

富士山「御師」について 

今から約1300年前に河口湖村に、私の祖先である「富士浅

間大社 川口本宮宮司」が富士山進行の旅人宿であり道案内

や強力衆をたばね、講中の先達を司る家柄である「御師」を５

軒任命しました。私は中村宗家第５４代目です。 

 時代を重ねるごとに任命する御師が増え、江戸時代には合

計３０２件の富士山御師の家が誕生しました。 

任命できるのは私共「富士浅間大社 川口本宮神主（神

皇）」以外できません。 

日本三大神社 

富士浅間大社、伊勢の皇大神宮、出雲大社は日本三大神

社となっております。 

奈良時代、聖徳太子の頃、各村に氏神として神社を設立し

ました。それはピラミッド形式を作り、各神社が税金を頂き、最

終的には中央に税金を運ぶ形式で神社は村のすべての権限

を持っていました。仏教との争いを避けるためでもありました。 

おまけ「富士山と八ヶ岳」 

昔、八ヶ岳と富士山の山頂に二つに裂いた竹を渡し、中央

から水を流したところ、富士山側に水が流れていきました。富

士山の山神「木花咲那姫の皇女」は気が強く、自分の頭に乗

っていた竹を振り上げて八ヶ岳の頭を力一杯叩きました。その

山は頭が八つに割れて途中に落ちてしまいました。 

八ヶ岳の高さを合計すると、3850ｍで、古代に八ヶ岳が噴

火するまでは日本一の高さではなかったかと想定されます。 

   

【四つのテスト】                 花輪 会員 

【点鐘】                 鈴木(眞)会長 

【会報委員会】             文責 大野 勉 

 


