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第８９１ 回 例会Ｎｏ．３０平成 ２６年２月２０日（木） 晴

西名古屋分区インターシティミーティング

ウェスティンナゴヤキャッスル天守の間 16 時～

「地元の文化を見直そう！」

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」

■ 出席報告 会員４５名中３５名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ 講演

■ アトラクション

■ ビジター

（同日受付）

８１.４０％   出席計算人数４３名

２月６日  ９５.１２％

八事山興正寺 山主 梅村正昭 様

ラテンシンガー 伊奈木紫乃 様

一宮 RC 高木道久さん以下１３名

式典・講演               

開会の言葉   西名古屋分区ガバナー補佐 川原弘久

本日は西名古屋分区インターシティーミーティングに多

数ご参加頂き、心から御礼申し上げます。

私ども丸の内ＲＣは会員わずか 46 名の小さなクラブで

すが、藤田実行委員長をはじめ、皆で精一杯の準備をさ

せて頂きました。

本日の講演は、グローバル化の時代に今一度、「地元の

文化を見直そう！｣をテーマに、講師には八事山興正寺

の梅村正昭様をお招きしました。

このＩＭを通じ、各クラブの友好と会員皆様方の友好が一

層増進することを祈念し、開会の挨拶とさせて頂きます。

本日はありがとうございました。

記念講演会 「八事山興正寺の歴史・秘宝そして未来」

                   八事山興正寺 梅村正昭

八事山興正寺は、尾張徳川家の祈願寺です。18 万平米

の地に34の建屋があり、最高で20人程のお坊様がご修

業をされておりました。

初代のご住職・天瑞圓照和尚は、大阪で生まれ、江戸で

出家し、各地で修業なされた後、貞享３年（1686 年）、八

事の地に僧庵を結びました。最初は１人で修行されてい

たのですが、噂を耳にされた尾張徳川家２代藩主・光友

公の帰依を受け、貞享５年（1688 年）｢八事山遍照院興正

律寺｣の号を賜ります｡

光友公は元禄10年（1697年）、お母さんの供養のために

総本尊大日如来を鋳像させます。台座を含めると高さ3.6

ｍ、重さ 1. 8 トンの青銅造りの大仏です。境内で一番高

い呑海峯にあり、そこに立ちますと、当時は熱田の海が

一望出来たと申します。この大仏に関しては建立当時か

ら、家康公から与えられた 30 万両がこの大仏の下に隠

されたという黄金埋蔵伝説が伝えられております。

お寺が出来て100年近く後、５世・諦忍和尚は、藩主の祈

願寺から民衆のための開かれた寺へと大きく舵を切りま

す。諦忍和尚のご遺志を継いだ７世・真隆和尚は、文化

５年（1808年）に五重塔建立という一大事業を完成させま

した。尾張の町の方々に一文を喜捨して頂く一文講によ

り、10 年がかりで作ったものです。それにより一般の参

拝者が増え、尾張藩からの寄進や援助に依存せず、自

立した寺院運営が行えるようになりました。

今年10 月から名古屋市博物館で｢興正寺展｣が開催され

ます。尾張様ゆかりの品々が出展されます。

是非皆様方にも直にご覧頂ければと思います。

興正寺には今、蛍、桜、紅葉、月見など、自然を縁に多く

の方々がお越しです。未来に向け、これからもお寺が多



くの方々の拠り所であり、安らぎを求める場所であること

を念じております。ご機会がありましたらお出で頂きます

ようお願いします。

■市内２５RC 社会奉仕委員会補助金の紹介

「愛知県立名古屋聾学校支援 目録贈呈式」

ご挨拶        地区社会奉仕委員長 長瀬輝代之

市内25ＲＣ社会奉仕委員会では、今年度の支援事業とし

て７事業への支援が決定されました。

この支援活動は 1989 年に始まり、現在は名古屋市内の

ＲＣ会員約 1,700 名の方々から支援金を頂いています。

１年間の支援金は約 300 万円です。是非これからもご協

力の程お願い致します。

目録贈呈      名古屋丸の内 RC 会長 西川 博

               〃 社会奉仕委員長 大岩とよみ

名古屋丸の内ＲＣの西川博会長より、今年度の支援７事

業を代表し、名古屋聾学校の上田裕校長に目録が贈呈

されました｡そして、上田校長と、生徒を代表して生徒会

会長・副会長より、お礼のお言葉を頂きました。

名古屋聾学校 校長 上田 裕さん

〃 生徒会会長 高原ゆうかさん

〃生徒会副会長 旗屋陽菜乃さん

次年度西名古屋分区ガバナー補佐ご挨拶  宮田紀昭

目下、猛特訓でガバナー補佐の勉強しているところです。

次年度は、近藤ガバナーエレクトの方針で、西名古屋分

区の全てのＲＣをお回りになるということです。私もガバ

ナー訪問の２週間前に露払いとして各クラブを訪問させ

て頂きます。大変お世話になるかと思いますが、宜しく

お願い致します。

謝辞                IM 実行委員長 藤田守彦

本日は多くの先輩方、例会変更・全員登録をして頂いた

クラブの皆様、誠にありがとうございました。

今回のＩＭは、川原ガバナー補佐にご指導頂き、会員の

皆さんの力を借りてここまでたどり着きました。不手際等

も多くあると思いますが、最後までお付き合いを宜しくお

願い申し上げます。

懇親会               





第８９０ 回 例会Ｎｏ．２９平成 ２６年２月１３日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「我等の生業」

■ 出席報告 会員４５名中２７名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

６５.８５％   出席計算人数４１名

１月３０日   休会

内海 眞 様

会長挨拶                

皆さんこんにちは、寒い日

が続きます。

米山記念奨学委員会副委員

長 立石博明さんが２月７日、

元会員の第８代会長矢野雄

三さんが２月８日に逝去さ

れました。心よりご冥福をお

祈りし申し上げます。

NPO 法人アサンテナゴヤ理事 内海 眞 様、ようこそい

らっしゃいました。 後程卓話をいただきます。よろしくお

願いします。

先日お亡くなりになったお二人の思い出について話をし

たいと思います。

立石博明さんは２０１１年７月入会されました。

例会にもよく出席され、１１月に開催のワールドフード・

ふれ愛フェスタにご夫婦でお出かけになっていたときに

お会いしたり、ローターアクトにも理解をいただいて御嬢

さんと奥さんで１月２６日の名古屋中央ローターアクトク

ラブ主催の各地区のロ－ターアクトを集めた「ＥＣＯＢＡＧ

ｉｓ ＭＹ ＬＩＦＥ！」のイベントにも参加されてロータリーを

楽しんでおられましたが、これからというところで、まこと

に残念ながら享年５1 歳の若さでお亡くなりになりました。

しかし奥様が立石さんの遺志を継いでクラブに入会され、

またお嬢様もローターアクトに入会されるということでよ

かったと思います。

矢野雄三さんは2002～2003年第８代会長です。（幹事は

藤田守彦さん）

地域や青少年育成にもご尽力され港区の中学校にブラ

スバンド育成寄付など貢献されました。１０年前の当クラ

ブの主催のＩＭにも矢野さんのご尽力で市立港南中学吹

奏楽部の演奏がありました。

最近は歌舞伎に家族で楽しまれたり、興正寺のクリスマ

ス家族会なども奥さんお孫さんといつも出席でした。

私が地区の R 財団のＧＳＥ委員の時に、ＧＳＥ委員会に

10 万円寄付をいただき予算の少ない中大変有難くいた

だいたこと等ありました。

親子で同じロータリークラブ会員はほとんどなく他クラブ

で親子、夫婦という方は多くありますが、当クラブにとっ

て素晴らしい存在いでした。

矢野さんは享年 79 歳、惜しい人を亡くしました。

お二人とも家族でロータリーに出席されることが多く、ロ

ータリアンらしい方たちでした。お二人のご冥福をお祈り

いたします。

来週 2 月 20 日はいよいよＩＭです。みなさんで協力して

成功させましょう。

ニコＢＯＸ
矢野さん 通夜・告別式にご参列頂きましてありがとうご

ざいました。亡き父も喜んでいると思います。今後も宜し

くお願い致します。

小管さん 海外に行ってまして、立石さん、矢野さんのお

父様の葬儀に参列できず申し訳ありませんでした。心よ

りご冥福をお祈り致します。

●来週はいよいよインターシティミーティングです。全員

で成功させましょう！   

西川会長、藤田、岩田、大岩、高山（敬称略）

●本日は卓話に東名古屋病院院長、NPO 法人アサンテ

ナゴヤ理事の内海眞様をお迎えしています。内海様、お

忙しいところようこそお越し下さいました。会員一同心より

歓迎申し上げます。本日は宜しくお願い致します。

西川会長、若原、安江、大附、川原、和田、松尾、田中、

亀井、吉田、水野、横田、後藤、河原（敬称略）

本日合計 ５３，０００円

卓 話

「NPO 法人 アサンテナゴヤの活動」

NPO 法人 アサンテナゴヤ理事 内海 眞

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎２月２０日（木）第 ８９１ 回例会変更 「西名古屋分区 IM」

      ウェスティンナゴヤキャッスル天守の間 16：00～

◎２月２７日（木）第 ８９２ 回例会  会員卓話

      石井里恵子さん、藤田守彦さん、安江英雄さん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

龍尾神社 枝垂れ梅（撮影：西川 博さん）


