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本日のプログラム
　「私のロータリー人生を振り返って」　　
　砂山有生 パスト会長

２月18日のプログラム
　「ベトナム奉仕活動報告」　　
　藤井一也 国際奉仕委員長

●２月11日は例会休会（定款第６条第１節による）

「最上稲荷はお寺です」 最上稲荷山妙教寺 山主　稲荷泰瑛 様（岡山 RC）

1月28日のプログラム

　昭和53年，慶應義塾大学３年就活の時，私には実家のお寺を継ぐか会社に就職を
するかの選択がありました。成績の悪さとコネ無しのため就職を断念，僧侶の道を
決心しましたが，その時に師父から出された条件が，立正大学に編入し池上本門寺
で修行するというものでした。本門寺での生活は，覚悟していたとは言うものの想
像を絶するものがあり，私の人生で最も苦痛の２年間でした。
　当山は正式名称「最上稲荷山妙教寺」で日蓮宗に所属する寺院です。785年報恩大
師によって開かれました。当時は龍王山神宮寺と称しており，1601年に稲荷山妙教
寺として日蓮宗寺院になりました。神宮寺というのは神様をお祀りしているお寺，或いは神社に付属して
建てられたお寺のことです。当山はもともと「最上位経王大菩薩」という神様，いわゆるお稲荷さんをお
祀りしていたため神宮寺となったようです。日本古来の宗教である神道と仏教が習合し神仏混淆の形態が
江戸期まで続きましたが，明治維新に寺院と神社が明確に分けられるという神仏分離政策が行われました。
本来なら神社になっていてもおかしくなかったのですが，なんとかその政策を逃れ，今日まで神仏混淆の
形態を色濃く残している大変めずらしいお寺です。大鳥居や大注連縄があるのもそのためで，一見神社の
ようでもあります。
　巷では私のことを「稲荷神社の稲荷さん」とか「祝詞をあげて」とか言う人が未だに大勢います。昔は
否定をして説明していましたが，最近は面倒で聞き流しています。また，最上尊をお祀りしている本殿が
お宮で，妙教寺の看板がある本堂がお寺だという人もいますが，境内すべてが「最上稲荷山妙教寺」とい
う一つの宗教法人で純粋な仏教寺院です。
　本門寺という仏教の真髄を極めたようなところで修行をしたせいか，今でも鳥居や注連縄のような神道



の側面には抵抗がありますが，どちらもシンボル的存在になっているのでしようがないです。
　稲荷神社と呼ばれても，二例二拍手でお参りされてもなんでも構いません。宗教は心の問題なのですか
ら。

例会報告（1/28）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　76名（内出席免除者出席14名）
　出席率　80.85％（前々回訂正後出席率93.68％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　先週末より数日間，大変寒い日が続きました。数十年に一度の寒波だそうで，西日本を中心に大雪，気
温も非常に下がりました。福岡の友人は，東京出張から帰る時に福岡空港がパニックのため，上空で１時
間の待機，家に帰ると断水で風呂に入れず温泉に行ったと言っておりました。幸い，岡山はさすがに晴れ
の国でありまして，JR の乱れはありましたが，市内では薄い雪景色で済みました。この寒さと共にインフ
ルエンザが本格的なシーズンになり増加してきていますので，予防注射をしていたとしてもお気を付け下
さい。
　先日，2018－2019年度のガバナーに，岡山 RC の末長範彦氏が正式に決定したとの宣言が届きましたの
で，ご報告いたします。

幹事報告
１．２月のロータリーレートは，１ドル＝120円です。
２．ロータリー日本財団発行 確定申告用の領収証をポスティングしておりますので，ご確認ください。

なお，原則として再発行はできないとのことですので，確定申告時まで大切に保管してください。
３．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
４．他クラブ週報を回覧いたします。

認証状と認証ピン贈呈
　地区ガバナー事務所より，ポールハリスソサエティの認証状と認証ピンが届き，荒川会長より授与されました。

お 食 事
海鮮チャーハン，小籠包，中華スープ，
ザーサイ，デザート

諸國眞太郎 米山記念奨学会委員長 内山　淳 親睦活動委員長



宝筒厨子奉納
　荒川会長より西大寺観音院の坪井副住職に宝筒厨
子を奉納しました。
　＊奉納の様子は，１月29日（土）の山陽新聞 朝刊に
掲載されました。

●スマイル●
荒川 同期幹事の稲荷さん，ようこそいらっしゃいました。卓話を楽しみにしておりました。
藤本（西大寺青年会議所理事長）　　少年はだか祭りに対するご支援のお礼。
坪井（西大寺観音院副住職）　　本日はお招きいただき誠にありがとうございます。宝筒厨子ご奉納

をいただき心より感謝申し上げます。荒川会長をはじめ皆様方のご健康ご健勝をお祈り
いたします。

米田 西大寺 JC が会陽の件でご無理を言いますがよろしく。
更井 髙藤さんに大変お世話になりました。
石井 稲荷泰瑛さんようこそ。今週月曜日に片目が開きました。再来週には両目が開きます。

糸島先生にはお世話になりました。
根木 ①藤本理事長をはじめ西大寺 JC の皆様をお迎えして。　②このたび岡山県より，弊社学

習塾事業に対し“岡山県経営革新アワード”の優秀賞をいただき山陽新聞に掲載されまし
た。祝電，お祝いのメッセージをたくさんいただきました。中でも塾生のお母さんから
のお祝いの言葉はジンとくるものがありました。土井会員，山陽新聞の情報発信力，そ
して日頃より場所をお借りしている西下パスト会長，通塾いただいている会員のご家族
の皆様に感謝・感謝です。ありがとうございます。

森元 古希のお祝いありがとうございました。
内山（淳） 荒川会長，根木幹事，昨日は大変お世話になりました。あと半年もがんばっていきま

委嘱状贈呈
　地区ガバナーエレクト事務所より小橋雅治会員
に2016-17年度 国際ロータリー第2690地区青少年
交換委員会委員の委嘱状が届き，荒川会長より授
与されました。

協賛金贈呈「第45回少年はだか祭り」
　西大寺青年会議所より，少年はだか祭り実行委
員会 藤本理事長と木村委員長，直前理事長 坪井
氏の訪問をいただき，荒川会長より協賛金の贈呈
が行われました。藤本実行委員長よりお礼の挨拶
がありました。
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第３回クラブフォーラム（1/28）
　１月28日（木）18時30分より岡山プラザホテルにおいて，第３回クラブフォーラムが会員30名出席して開
催されました。「岡山東 RC の魅力と出席率向上について」のテーマで，カウンセラーに西下ロータリー情
報委員，パネラーに藤岡プログラム委員長，藤原出席委員長，日名ロータリー財団委員長，諸國米山記念
奨学会委員長がなり，出席率向上について四委員長からそれぞれの立場から見た岡山東 RC の現状が報告
されました。次に，参加者にマイクが回され，活発な意見や感想が発表されて，最後は西下ロータリー情
報委員から，「出席率向上には会員がクラブに所属するメリットを考えなければならない。今年もすばらし
い運営ができている結果が出席率向上につながっていると考えています。荒川会長の力量に感謝していま
す。」との挨拶があり，盛況のうちに散会となりました。

す！
横手・内山（淳）　　髙藤さん，先日はお世話になりました。とても楽しかったです。
佐々木 本日は仕事の都合で例会に出席できませんが，職業分類・会員選考・会員増強の３合同

委員会開催のご案内をポスティングしております。関係各位はよろしくお願い申し上げ
ます。

木村 １月25日，家内の誕生日にきれいな花をありがとうございました。
近藤（典） ①１月14日，ロータリークラブで古希を祝っていただきありがとうございました。ちな

みに誕生日（69回目）でした。念のために。　②先日，齊藤会長エレクトにご馳走になり感
謝です。またお願いします。　③稲荷さんようこそ。合掌

児島（正） 久しぶりに出席しました。
白髭 新年特別例会，福引きにて素敵なマグカップをいただきました。愛用しています。
武 稲荷さん，ようこそ。
塩見 稲荷先輩，ようこそお越し下さいました。卓話楽しみにしております。新年特別例会で

はお世話になりました。ありがとうございました。
井上（英） 誕生日のお祝いありがとうございました。先週は欠席いたしましたので，本日スマイル

します。
山下（和） 西大寺 JC 理事長，直前理事長よくいらっしゃいました。少年はだか祭りよろしくお願い

します。又，国重要民俗文化財に西大寺の会陽が指定されました事，あわせて感動をし
ております。

土井 ①山本さん，珍味を頂戴しありがとうございました。くせになる味で，はまりそうです。 
②ちょっといいことがありましたので，スマイルします。

石原 ①坪井綾広様ようこそ。　②ドタキャンが続いています。すみません。
萱原 昨日は家内の誕生日にシクラメンの花をお送りいただきありがとうございました。
小橋 ①荒川会長，昨日はお世話になりました。　②稲荷先輩，本日の卓話楽しみにしておりま

す。
坪井（二） 髙藤さん，先日はおいしいおいしい鴨鍋ごちそうさまでした。また来年を期待しており

ます。
横田 S.A.A. に協力させていただきます。
三垣 稲荷さん今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
 26件　139,000円



第６回ゴルフ同好会（1/30）
　ゴルフ同好会第６回例会が，
１月30日（土）岡山ゴルフ倶楽部
帯江コースで開催されました。
心配しておりました雨も上がり，
さほどの冷え込みもない天候で，
総勢27名の同好会メンバーにご
参加いただきました。
　２日続きの雨のせいもあり，
ウエッティーなスルーザグリー
ン，シビアなピンポジション，
ノータッチルールなど難易度の
高いゴルフを要求されたゲームとなりました。
　このハードなコンディションの中，優勝されたのは，深田浩史会員でした。おめでとうございます。お
楽しみの表彰式も和やかな時間を過ごさせていただきました。
　次回，第７回ゴルフ同好会は３月６日（日）たけべの森 GC で開催されます。皆様奮ってのご参加をよろし
くお願いいたします。 ［文章提供：坪井二郎 会員，写真提供：内山淳 親睦活動委員長］

（第６回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　深田　浩史 会員 45 44 89 18 71
２位　髙藤　祚嗣 会員 50 49 99 19 80
３位　内山　　淳 会員 61 47 108 27 81
ＢＧ　三垣日出人 会員 42 40 82 +2 84

１位　深田会員 ３位　内山淳会員２位　髙藤会員 BG　三垣会員

荒川会長，西下ロータリー情報委員 パネラー（藤岡，諸國，日名，藤原の四委員長）



2月の月間行事予定  平和と紛争予防・紛争解決月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
４日通常例会

11日例会休会

18日通常例会

25日通常例会

・「お祝い行事」

・「私のロータリー人生を振り返って」

砂山有生 パスト会長

・法定休日

・「ベトナム奉仕活動報告」

藤井一也 国際奉仕委員長

・「尺八を聴く会」（仮題）橋本石基 様

　　４日　・理事会，第３回 I.D.M.

　　６日　・囲碁同好会（湯原・菊之湯）

６〜７日　・ 青少年交換中四国３地区合同オリエ

ンテーション（倉敷）

　　18日　・ 職業分類・会員選考・会員増強３合

同委員会

　　20日　・西大寺会陽（少年はだか祭り）

　　21日　・ こども虐待防止フォーラム 

（岡山国際交流センター）

26〜28日　・写友「輪影」撮影旅行（石垣島）

2月の月間メニュー
４日通常例会

11日例会休会

18日通常例会

25日通常例会

・ビーフカレー，サラダ，コーヒー

・法定休日

・陶板すき焼き鍋，刺身二品，御飯，漬物，フルーツ

・ ポトフ（牛肉，ベーコン，ウインナー 冬野菜のコンソメ煮込み），シーフードサラダ，ライス，

コーヒー


