
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次年度理事役員構成が会長エレクト中澤信敏君 

より提案され、満場一致で承認されました。 

役員 (理事)    理事  

会   長 中澤信敏 クラブ強化部長 水野泰雄 

会長エレクト 山崎芳雄 例会運営部長 柄澤 堯 

副 会 長 水野泰雄 
奉仕プロジェクト

部長 清水一典 

幹    事  吉田 穣   

会    計 渡邉章貴   

S  A  A 杉山 裕   

副 幹 事 生川秀樹   

直前会長 宮澤広一   

ロータリー入会とお遍路の旅  
            笠原 一洋君 

           

今日は２つお話しさせても

らいます。1 つはロータリー 

に入った話です。53 の時に

親父が亡くなって挨拶に回

ったら、ある銀行の頭取か

ら「笠原君、ロータリーに入らないとダメだよ」

と言われました。その頃はロータリーはお金を出

すだけで行動しないと思っていて、反ロータリー

でしたが、勧めもあり入りました。 

 始めの頃は定例の日を忘れてしまうわけですが、

母がファンで、毎週「今日は例会だよ」と教えて

くれるんです。なぜファンかと言うと、当時は女

性を連れて出かける習慣がなかったのですが、ロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ータリーだけはクリスマスや花火に女性も呼んで 

くれる。それでロータリーのファンになったんで 

すね。「うちの家内は出かけるのが苦手で」と言う

人がいますが、それは嘘。ぜひ奥さんやお孫さん

を連れてきて下さい。 

2 つ目は、先月 18 日に満願、つまり 88 ヶ所お

参りし終わったお遍路の話です。88 という数字は、

主食である米を分解したとか、煩悩の数、男 42・

女 33・子供 13 の厄年を合わせて払う、などの説

があります。全部回ると 1400 キロで歩くと 45-66

日かかりますが、門までバスで行くので楽という

話でした。上田から 3 泊 4 日を 5 回、バスで行き

ました。 

 実際には半分は山寺で、楽ではありません。最

初に登らなければならない鐘突きの役の時、500

段の真っ直ぐな階段で、下を見ると怖くて歩けま

せんでした。二度と行きたくないお寺が 2-3 ヶ所

ありました。最後の回はは 23 寺回って、どこがど

こだかわからなくなりました。 

 お参りには、白衣を着て、菅笠をかぶります。

菅笠は雨に濡れず、晴れると風が通り涼しい。寺

でも脱がなくて良いので楽です。弘法大師の身代

わりの杖と、数珠も持っていきます。一礼して門

に入り、手と口をすすいで、鐘を叩き線香をつけ

て、お賽銭をあげ、お参りが終わると全員で般若

心境を唱えます。そして御朱印。このように立派

なもので、1 つ 300 円。担当者が全員分をもらっ

て来ます。 

 お賽銭は 1 円か 50 円か 500 円でなければなり

ません。川の上で杖をついてはいけませんし、ト

イレに行く時は白衣を全部脱がなければならない

など、決まりが沢山あります。今はヨーロッパ人

に人気があり、女性一人で荷物を背負って回って

いる人が沢山います。宿坊の食事も海の幸など寺
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と思えない御馳走です。もう 1 回行くかと言われ

たときは、行くとは言えませんでした。でも 1 ヶ

月経って、そろそろまた行ってもいいかな、と思

っています。 

 

 

職業奉仕セミナーに参加して 
会長 宮澤 広一君 

     
 先日（11 月 30 日）2600 地区の

職業奉仕委員会が浅間温泉の文化

センターで開いた職業奉仕セミナーに参加してま

いりました。当クラブからは、松澤ガバナー補佐、

地区職業奉仕委員会の柄澤さん、職業奉仕委員長

の清水さん、事例発表者として、飯島伴典さん、

そして私が参加しました。 
まずは、講師としてお越しいただいた鈴木雷太

さんの基調講演を聞き、そのあと、長野西 RC の

青木さんと当クラブの飯島さんの事例発表を聞か

せていただきました。私としては、長野西 RC の

青木さんのお話を自分自身に重なることも多くあ

り、興味深く聞かせていただきました。時には、

他クラブの方の職業奉仕に関わる話を聞くのも非

常に面白いことです。皆様も機会があったら是非

とも参加してみてください。 
さて、早いもので、11 月も終わり、12 月になり

ました。ついこの前、お正月だったように感じま

すが、もういくつか寝るとお正月になってしまい

ます。一年間何をしていたのかと反省しきりです。 
昨年の今頃は何をやっていたのだろうと思い出し

てみるとロータリーではエレクトとして人事を考

え、年次総会に役員人事を諮っていただいていま

した。今日もこの後、中澤エレクトが年次総会に

来年度の役員を諮っていただく予定になっていま

す。 
さて、本年度のロータリーももうじき半年です。

1 月からは折り返し地点を過ぎ後半戦に突入して

いきます。後半は流そうなんて思っていると大変

なことになってしまいます。我々六文銭ロータリ

ークラブが実行しなければならない事業が目白押

しにやってきます。 
合同新年会、IM セミナー、合同ゴルフコンペ、

合同ロータリーデー、そして桐生赤城 RC との交

流会等多くの行事があります。お正月に改めて気

持ちを引き締めて後半戦に臨んでいきたいと思い

ます。会員皆様のこの半年間のご協力に心から感

謝申し上げるとともに、後半戦へのご協力をお願

いして本日の会長挨拶といたします。 

 

 
 
幹事  
北村 久文君 
         

１． 地区事務所より    恵送 

・公式訪問のお礼   .上田西 RC 様‥会報 

全会員配布物 

１. 当クラブ会報 1042 号２．ロータリーの友 12 月号 

 

 
          湯原  剛君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 2 0 92.31％ 
前々回 25 2 0 92.00％ 
 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 柄澤  堯君 
北村 久文君 小嶋 修一君 松澤 一志君 
宮原 宏一君 水野 泰雄君 中澤 信敏君 
西澤 尚夫君 西澤 文登君 生川 秀樹君 
斉藤惠理子君 杉山  裕君 田中 栄一君 
山田  豊君 横沢  正君 吉田  穣君 
清水 一典君 合原 亮一君 湯原  剛君 
齊藤  仁君   
 
東信第二グループで上田市と東御市へそれぞ

れ台風 19 号災害支援金を贈呈いたしました。 
 

 

 

 

  上田市贈呈式     東御市贈呈式 

 

 
□司  会    渡邉 章貴君 
□開会点鐘    水野 泰雄君 
□斉  唱  国歌  奉仕の理想 
□慶  祝 
 皆出席 吉田穣君 (2 年)   
  
 
□委員会報告 

 親睦・会場委員長 宮原 宏一君 
 『新春合同例会について』 
   ご協力のお願い 


