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第 5９巻第 1４号 通巻第 2782号 

第 2799回 例会 

2017年（平成 29年）12月 5日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2017～2018年度 
国際ロータリーテーマ 

ロータリー 変化をもたらす 
国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー 
 
第 2790地区ガバナー  寺 嶋 哲 生 
第 6分区ガバナー補佐  志 田 延 子 

会長 秋 葉 芳 秀 
〃      幹事 並 木 孝 治 

 
 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生者お祝い 

結婚記念お祝い 

米山奨学金授与 

スピーチ 

クラブ総会 

歌の練習 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

並木 孝治 幹事 

CoCo壱番屋 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

鈴木康道会員、藤本晴枝事務局 

高山友二会員、岡本秀男会員 

カン・パンナレットさん 

カン・パンナレットさん 

 

「上を向いて歩こう」 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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 会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 
今日は卓話者として、大網・細草にある日

蓮宗・智弘院住職の百井様にお越し頂きまし
た。百井様との縁は、東金法人会の会報「つ
くも」の秋号に、「企業戦士の素顔」として
紹介されたことです。今後、企業戦士全員の
方からの卓話を予定しており、百井様がトッ
プバッターです。 
私は早速、10月 31日にお寺に行き、会っ

て卓話をお願いしたところ、ご快諾いただき、
大網ロータリークラブでの卓話のご経験が
有るとのことでした。 
そして、先週の勤労感謝の日に、荒木明日
子さんという素敵な「語り」の方を、金沢か
らお招きし、本堂で４つの「語り」を聞ける
イベントを開催されました。並木幹事、そし
て私の妻と３人で参加し、初めて「金沢弁で
の語り」を堪能しました。 
芥川龍之介原作の「蜘蛛の糸」、そして森鴎
外原作の「山椒大夫」から「安寿姫と厨子王
丸」の話を、言葉に工夫をした、頭の中で映
像が浮かんでくるような語り口でした。森鴎
外の「山椒大夫」でも最後に涙を流すクライ
マックスが待っておりますが、荒木さんの語
る「安寿姫と厨子王丸」でも、久しぶりに涙

がにじんできました。お手許にある１枚の写
真は、当日の状況のもので、並木幹事味も泣
いております。 
ご本人の卓話の中でご説明があると思いま
すが、とにかく、このような多くの企画を積
極的に開く珍しいお寺です。百井住職の、後
発のお寺はどのように地域と関わるべきか、
とにかくやれることは積極的に取組んでみ
よう、とのチャレンジ精神は立派です。 
言葉をいくら並べても、行動が伴わなけれ
ば意味の無いことになり、皆様は３つのＣを
ご存知でしょう。１はチャンス、２はチャレ
ンジ、３はチェンジで、百井住職がこの３Ｃ
を積極的に展開し、智弘院の存在感が益々高
くなることを祈ります。今日はよろしくお願
い致します。 
 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 
〇12月 9日 10時から中央公園の掃除、11時
から中央公民館にて国際交流パーティー 

〇1月 20日 18:30～東金日韓交流協会「日韓
友好の夕べ」エストーレホテルシャルロー
ズにて 会費 5000円 

〇12月 5日 11:30～ロータリークラブ理事会 

第 2795回 例会の記録 <11月 7日＞ 第 2798回 例会の記録 <１１月２８日＞ 
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〇12月 16日 第 3回会長・幹事会 
ホテル一宮シーサイドオーツカにて 

〇ＲＬＩパート１ロータリーリーダーシッ
プ研修会のご案内が来ています 

 

卓話 

 
智弘院住職 百井誠栄 様 

 
はじめまして。大網白里市の智弘院、百井

誠栄です。このような場で、話をさせていた
だけることを有難く思っております。今、相
撲界の暴行事件が話題ですが、伝統があれば、
守るものと改善していくものがあり、会社企
業も攻めと守りがあり、頑なな考えや固定概
念は、正しい判断を誤ってしまいますし、発
展を阻害してしまうこともありそうです。 

 

智弘院住職となるまで 

 まずは、自己紹介ですが、私が仏門に入っ
たのは中学三年、身延山の僧堂生活から始ま
り 30数年経ち、住職不在の智弘院に 4年前
に住職になりました。智弘院は東京から大網
白里市にお寺を移転して 30数年経ちますが、
何と檀家が無いのです。 
 

住職としての取り組み 

住職になり、ＨＰ、ブログ、Facebookな
どで寺の様子、住職の考え、行事、修行体験
などを発信しています。心のお悩み相談で気
づくことは、家族、親子の関係です。幼少期
の悪環境が大人になって心と身体の不調に
表れることが多々あります。 
 未来を担う子供たちに寺子屋を始め、ただ
知識ではなく、「心の姿勢」を教えています。
今は情報社会、誘惑も多く、子供自身の心を
育てたい。地元に僧侶の学校「細草檀林」が
あったことを知り、お寺を学び舎としていく、
それが住職を仰せつかった仏縁だと思って
おります。 
 

神社仏閣の役割 

 現在宗教界では、葬式・寺・墓の三離れが
問題になっております。全国に寺社仏閣の数
は、16万 5千。コンビニの総数４万３千店の
３倍以上もあるのですが、人の心は離れてい
ます。 
 そもそも、神社仏閣は社会の安定、五穀豊
穣や大漁祈願、祭りを通して、地域を結びつ
け、世代を結びつけ、恵に感謝し、畏敬の念
を育んでまいりました。 

無縁社会 

 しかし、社会が豊かになり、以前は頼らざ
るを得なかった家族、地縁、血縁、社縁と  
いった人の絆、つながりが少しずつ薄れ、孤
立、孤独化が進んでいます。人生の最後に看
取られない、偲ばれないで、自治体、業者に
よって埋葬される孤独死が 2009年、年間 3
万 2千人になっています。核家族、近所付き
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合いも減り、未婚率、離婚率も増え、地方の
若者は都会に出て帰ってこない。 

 
 ひとりで何でも出来るという幻想があり
ます。やはり、声をかけ合い、協力し合って
生きていくべきです。家族の為に身を削る、
家族を持つことを幸せと思う。両親を大事に
思う、恩を返したいと思う。当たり前の事を
義務として考えてしまってはいないか、自由
や個人主義の独り歩きが「無縁社会」を生ん
でいるのではないかと思います。 

縁をつくる 

 これからの取り組みは、それぞれの心の拠
り所となる縁づくり。田舎、家族の再構築で
す。お寺の役割を示し、地域に根付いて、さ
まざまな世代の人が寄れるようなご縁の場
としてのお寺を作るため、既成概念にとらわ
れず、新しいことに挑戦しております。 
 お寺はお釈迦様の教えという智慧の宝庫
です。多くの人に役立てていただき、豊かな
人生をおくっていただくことが大切だと 
思っています。 

 

 

 
智弘院 ホームページより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三宅英雄 名誉会員より、有精卵をいただきました。 

ありがとうございました。 

 

出席率  １１月２８日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１5名 ６０．００％     １，８８４円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（緊急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。  
メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 

１２月９日のご案内 

服装：ロータリークラブ ポロシャツ 
（現地で法被をお渡しします） 
 
１０時～ 東金市中央公園 
小さな親切運動に参加します 

 
１１時 東金市中央公民館 集合 
国際交流パーティーの準備 

１２時 パーティー 開会 
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