














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-18 INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

ROTARY CLUB OF IWATSUKI  

since 1963 

Weekly Report 
クラブ・テーマ「これまでに感謝 これからを創造」Ｓｈａｒｅ ｖｉｓｉｏｎ

 

会 長 小林利郎    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 点鐘 12:30～13:30 

幹 事 出山知宏  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 
小林利郎年度  第１３回  通算２６２７例会                 平成２９年１０月５日 

 皆様こんにちは。 

本日は、第4グループ清水ガバナー補佐、 

大畑様（朝霞RC）、卓話講師の石山様には 

御来訪頂きまして有難うございます。 

昨今、新聞、テレビや各メディアを開き 

ますと、突然の衆院解散に伴い政治批判も 

含め様々な情報が錯綜しています。ともすれば尤もらしい

定義に捉えられそうですが、抽象的な定義だと気付かされ

るような趣旨の文言が掲げられ、いずれにしてもポリシー

が見えて来ませんね。私達も考え直すべきかもしれません

が、所信を置き去りにして、選挙対策のためにもがいてい

るように見えてしまいます。（私見） 

いずれにしても私たちは社会人（有権者）としてロータ

リアンとして政治に無関心でいる理由はありませんので10

日の公示を期にそれぞれの政策・公約を読み取って投票に

出かけましょう。 

話は変わりますが、器が小さいと言われそうですが最近

気になることがあります。電話をかけてきて要件が済むと、

即座に電話を切る方です。今は画面にタッチすれば直ぐに

反応しますからね。忙しい方だからと解釈できれば良いの

ですが・・・ 

因みに私の会社では、全員で電話が鳴ったら、なるべく

「3コール以内に電話にでる・お客様より先に電話を切らな

い」を心がけています。余談でした。 

里神楽家元十代目を継承されている石山様、本日の卓話

をよろしくお願いいたします。 

 

○拶○文 の○行○間  

心はひとには見えないから 

心遣いが大切になりますね 

思いもひとには見えないから 

思いやりが大切になりますね 

心遣いも 思いやりも 

行い（言葉）によってはじめて 

ひとには見えますね 

心遣い 思いやりの行為が 

人格をつくり 

人格が友垣をつくり 

友垣が人生をも豊かにしてくれるのかも 

だから「ひと」って大切 …toshi 

 

 

会長挨拶       第 55 代会長 小林利郎 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆次回の例会◆ 平成２９年１０月１２日（木）  卓話 地区会員増強維持部門  点鐘 12：30 会場 ふな又 

 

① RI日本事務局より、財団室ニュースが届 

いております。 

② 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

より、2018年 2月 4日開催の財団設立 50 

周年記念式典参加者募集につきましては、 

10月 4日をもってキャンセル待ちを含め 

たすべての受付を終了した旨、ご連絡がありました。 

③ 大宮西・大宮東・大宮北東 RC より、10 月の例会予定表

が届いております。 

④  大宮 RC・蓮田 RCより週報が届いております。 

⑤ さいたま観光国際協会より、広報誌が届いております。 

⑥ 友好クラブの千倉 RCより年度計画書が届いております。 

⑦ 10月のロータリーレートは、1ドル 112円となります。 

⑧ 公式訪問出席要請他 

 

 

幹事報告             幹事 出山知宏 

委員会報告      

第 4グループＩＭ実行委員 小田光司 
10月 2日第 1回ＩＭ実行委員会に出席して 

参りました。 

・本年度のＩＭは 2018年 2月 19日(月)開催。 

・ＩＭゴルフは 2018年 4月 5日、東武藤ヶ丘 

 C.Cにて開催予定です。多くのご参加を宜 

しくお願いします。 

 

親睦委員会委員長 中村 正 
親睦旅行と職場訪問について。 

本年度は親睦旅行と併せ川越少年刑務所参観 

を行います。 

日程 2017年 11月 13日(月)～14日(火) 

 

本日のお客様      

第 2770 地区 

４グループガバナー補佐 

清水恒信様（大宮西ＲＣ） 

 

第 2570 地区 

ＲＬＩ委員会委員 

大畑 茂様（朝霞ＲＣ） 

 



  

会報・広報委員会 委員長 田畑寛樹 
 本日の第一例会は我々、会報・広報委員会主 

管による、武州里神楽石山社中十世家元・石山 

裕雅氏の卓話です。皆様何卒宜しくお願い申 

し上げます。 

武州里神楽石山社中 十世家元 石山裕雅様 

 
●自己紹介 

新座市野火止に生まれる 

里神楽の家元十代目を継承 

石山家の発祥は岩槻から新座に 

移転した平林寺にルーツを感じ 

る。加倉にあった県立民俗文化セ 

ンターで神楽を奉納した。 

 
●神楽とは 

祈り感謝を伝え、天変地異や疫病など厄祓いを懇願するた

め、神様に舞や太鼓、笛などで楽しんで頂き、神と人を仲介

ふる芸能 

発祥は神話の『天の岩戸』にはじまり、最も古い芸能である 

 

●岩槻総鎮守の久伊豆神社    

大国主の命を祀っている 

 

●神楽面の紹介  

氷川神社は武蔵国一の宮、たくさんの挫折を乗り越えたスサ

ノオのミコト 

 

太陽の神、天照大神は引きこもりの元祖 

 

大国主と大黒様と読み方や袋を担いでいることで同一視さ

れた 

 

視界の狭さ、近くは見えないので柱を目安にしている 

 

面のように大切なものは高く掲げて扱う 

 

●実演 

笛で神を降ろして、神がかりして舞い謡い、笛で神を昇らせ

る神楽の流れを紹介 

 

『 八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 

八重垣作る その八重垣を 』 

 

卓話       

発 行   会報・広報委員会   委員長 田畑寛樹  副委員長 増岡昌行  委員 三浦宣之 高橋真理以 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

23 14  2 6957％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 20,000 円 

年間累計額 416,000 円 

 

ビジター 

第４グループガバナー補佐 清水恒信 様 

今年度 3回目の表敬訪問です。度々お世話になります。 
メンバー（50音順） 

小田光司  菊地 廣  小林利郎  鈴木 隆  

鈴木真樹  関根信行  高橋真理以  

田口雅弘  田畑寛樹  津多一幸  出山知宏 

中村 正  増岡昌行  三浦宣之 

 🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

スマイルＢＯＸより        

《前頁より続く》 

職場訪問 2017年 11月 13日(月)午後 川越少年刑務所 

宿泊地  磯部温泉 磯部ガーデン 

個人負担 お 1人 40,000円 

     ※11月に入ってから例会日に事務局までお願 

い致します。 

 

 

武州里神楽石山社中 

オフィシャルページ http://ishiyama-shachu.com/ 


