
 

《本日の例会》 
 
 
  
 
 

進 行 藤井 仁 ＳＡＡ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

ソング それでこそロータリー 

童 謡 こいのぼり 

お客様 ボーイスカウト団長    飯島 様 

    社会福祉協議会常務理事 木村 様 

    埼玉県神社庁参事 

(東松山むさし RC 会員） 

前原利雄 様 

    米山奨学生  于 潔（う けつ）さん 

上里ロータリークラブ 松本 寛 会長 

               斉藤俊男 P会長 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

  
皆様今日は、久し振りに晴れ気持ちの良い朝を

向かえました。毎日報道されます、ミャンマーの

サイクロンによる災害、中国の地震による災害、

自然界のエネルギーによる破壊力を感じとれます。

一日も早い復旧ができるようお祈りいたします。

本年度も残り少なくなりましたが、まだまだ、地

域、地区に関係する会合があります。ご協力よろ

しくお願い致します。 
本日のお客様のご紹介を致します。ボーイスカ

ウト本庄第一団団員長 飯島臣司様、本庄市社会

福祉協議会常務理事 木村登志男様、埼玉県神社

庁参事（東松山むさし RC会員）前原利雄様、上
里 RC会長 松本寛様、 パスト会長 斎藤俊男
様、 米山奨学生 于 潔（う けつ）さん、の

皆様方です。米山奨学生（中国国籍）千 潔さん

今回の地震災害に見舞われ御心痛のことと御察し

致します。頑張ってください。 
事後報告になりますが前年度まで本庄 RCメン
バー岩本英人様が 5月 12日永眠されました。謹ん
でお悔やみ申し上げます。  
神社庁参事 前原様には、後ほど神社と文化に

ついての卓話をお願い致します。 
 
〔幹事報告〕    矢島淳一 幹事 

 
皆様、こんにちは、幹事報告を申し上げます。 
本日は大勢のお客様にお越しいただきました。

ありがとうございます。 過日歓送会を終え無事

離日いたしましたＧＳＥの方々に対してのお礼状

が石川ガバナー、弓田Ｒ財団委員長、吉田ＧＳＥ

委員会委員長より届いています。 
「友」インターネット速報第 333 号、Le’t ぼらん
てぃあ 5 月号（子育て支援ボランテイア講座）、
広報ガイドブック並びにＲＹＬＡデー報告書など

が届いています。回覧いたしますのでご覧になっ

てください。 

 
雑誌月間 

 
卓 話 

国際ロータリー第2570地区 第4グループ 

本 庄  
ロータリークラブ会報 
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ロータリーは分かちあいの心 
 



以上で本日の幹事報告を終わります。ありがとう

ございました。 
 

米山奨学委員会   下山正男 委員長 
  米山奨学生 于 潔（ウ ケツ）さん 

 
今年はロータリー米山奨学生に選ばれて、とて

もうれしいと思います。このせっかくのチャンス

を大切にして、ロータリーアンの皆様との交流を

通じて、日本の文化、習慣に対する理解を深めて、

将来は、日本と中国のかけ橋となって、ロータリ

ーの理想とする国際平和の創造と維持に貢献でき、

国際社会で活躍できるような人材を目指してがん

ばりたいと思います。これからもどうぞよろしく

お願いします。 
 

上里 RCよりダンスパティーの協力依頼  
松本 寛 会長・斉藤俊男 P会長 

 
恒例事業のダンスフェスティバルを６／１開催致

します。皆様にもご参加をお願い致します。 
 

社会奉仕委員会 温井一英 委員長 

 
恒例の活動資金の贈呈式を行います。 

 

社会福祉協議会常務理事 木村 様 

 
心温まる協力金を頂き有り難うございます。有

意義に使わさせて頂きます。 
 

ボーイスカウト団長 飯島 様 

 
隊旗作成のため使わさせて頂きます。今後もご

支援をお願い致します。 
 

〔地区報告〕金子 弘 会長エレクト 

 
 2008年第 2570地区協議会が 5月 11日（日）立
正大学熊谷キャンパスで開催されました。 
 当日は小雨がふるはださむい日になってしまい

ましたが、来賓の富岡熊谷市長より熱い熊谷をア

ピールする歓迎言葉ではじまりました。 
 本庄からは髙橋パストガバナーはじめ 11名出席。
石川ガバナー、真下ガバナーエレクトから 1日教
育指導を受けました。 
 
 
 
 
 
 



〔委員会報告〕 
5月 22日移動例会について 

親睦委員会  中島高夫 委員長 

 
５／２２は春の移動例会です。 

 
5月 29日ゴルフコンペについて 

ゴルフ部  金井直樹 委員 

 
本年度最後のゴルフコンペが５／２９に美里ロ

イヤルクラブで開催致します。 
 
〔卓 話〕 埼玉県神社庁参事 

前原利雄 様 

 
前原利雄様プロフィール 

昭和三十一年三月七日生  五十二歳 
出身地 埼玉県 
現住所 埼玉県東松山市上野本五六四～一 
現職名 上野本八幡神社宮司・埼玉県神社庁参事 
 

学歴・職歴 
昭和五十三年三月 國學院大學文学部神道学科 

卒業（明階） 
同  年四月   秩父神社奉職 神務実習生 
五十四年四月   同 権禰宜 
平成十年三月   上野本八幡神社宮司・埼玉県

神社庁主事 
十二年四月    神道政治連盟埼玉県本部事務

局長 
十三年四月    埼玉県神社庁参事・埼玉県神

社総代会事務局長・伊勢神宮

崇敬会埼玉県本部事務局長・

神社庁研修所講師 
十三年十二月   神宮・伊勢神宮崇敬会評議員 
十九年二月    第六十二回神宮式年遷宮埼玉

県本部理事・事務局長 
 

ロータリー歴 
平成十八年四月一日入会（東松山むさし RC） 
現在 SAA 
 
みなさん こんにちは。 
本日は、歴史ある本庄ロータリークラブの例会に

ご案内頂き有難うございました。 
今日は『神社の話』ということですので、主に①

「神道の心」と②「伊勢神宮式年遷宮」の二つの

ことについて話をさせて頂きます。 
先ず「神道の心」について。 
 全国に約８万の神社が所属する神社本庁は、戦

後の混乱期に全国の神社存続のため設立されまし

た。県内には約２千の神社があり、現在５４０人

の神職が奉仕しております。本庁設立１０周年を

記念に制定されたのが「敬神生活の綱領」です。 
１、神の恵みと祖先の恩とに感謝し、明き清きま

ことを以て祭祀にいそしむこと。 
１、世のため人のために奉仕し、神のみこともち

として世をつくり固め成すこと。 
１、大御心をいただきてむつび和らぎ、国の隆昌

と世界の共存共栄とを祈ること。 
 ロータリークラブにも「ロータリーの綱領」や

「四つのテスト」がありますが、「敬神生活の綱

領」こそが神社神道の基本方針であります。この

綱領を常に守って日々生活すれば良い世の中にな

るはずです。 神様の大御心に倣うことが「神の

道」すなわち「神道の心」、我々日本人の道徳に 
ほかならないのであります。 
次に「伊勢神宮式年遷宮」について。三重県伊

勢市にございます伊勢神宮は、皇室の御祖神「天

照大御神」（あまてらすおおみかみ）をおまつり

する内宮と、食事を司る「豊受大神」（とようけ

のおおかみ）をおまつりする外宮のほか、別宮、

摂・末社、所管社あわせて１２５の神社からなる

総称です。年間約１､５００のお祭りが行われてお

ります。その伊勢神宮において最も大切な事業・

制度が、２０年に一度御社殿を新造、装束御神宝

を新調、神様の遷御（お移り）が式年遷宮です。 
この式年遷宮の基本理念は、①森づくり②庭づく

り③ものづくり  にあります。御用財伐採後の

植林や育林、御社殿新造及び境内の整備、伝統工



芸の伝承と、延いては“日本人の心”をつくるため
に大きな意義がございます。また、御遷宮後の旧

社殿の御用財の再利用（全国神社の災害復興な

ど）し、無駄なく活用されております。このよう

に、式年遷宮はただ単に一宗教の施設を造り替え

ることのみならず、言わばわが国固有の有形・無

形の文化財を次代に継承するという大切な、事業

でございます。これも何かのご縁ですので、機会

がございましたら是非伊勢神宮へご参拝頂ければ

幸いです。きっと清々しい何かを感じて頂けるの

ではないでしょうか。皆様の深いご理解とご奉賛

を宜しくお願い申し上げます。 
 
〔謝 辞〕  金子 弘 会長エレクト 

 
 本庄市総鎮守金鑚神社は、氏子総代は黒岩会長
はじめ 29名活動しております。ロータリーメンバ
ーは 6名在席しております。私、会長エレクトと
言う事で本日の卓話の講師で有ります。前原先生

に謝辞をのべさせていただく事、大変光栄に思い

ます。ありがとうございます。大変おいそがしい

中本庄まできていただきありがたいお話をうかが

う事が出来ました。ぜひこれからも日本の神道を

通じ奉仕活動実践いただきたいと思います。本日

はありがとうございました。 
 

 
 
 
出席率 
 

 

〔クラブ協議会〕 
ＣＬＰについて 渋谷修身 直前会長 

 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
上里ＲＣ斉藤 様 

「ダンスフェスティバルよろしくお願いしま

す。」 
 
加藤玄靜 会員 
「埼玉県の宗教連盟では大変なご指導を賜りあり

がとうございます。」 
 
黒岩三雄 会員 
「本庄市社協常務木村様ご苦労様です。」 
 
温井一英 会員 
「社会福祉協議会の木村様、ボーイスカウトの飯

島様、今日はありがとうございます。」 
 
茂木 聡 会員 
「米山奨学生の干 潔さん、ようこそいらっしゃ

いませ。」 
 
戸谷清一 会員 
「ケーブルテレビは街づくり、６月２３日（月）

午後５時より株主総会を開催します。ご臨席のほ

どお願い申し上げます。」 
 
橋本恒男 会員 
「本日都合により欠席いたします。」 
 
「神社庁前原参事、卓話ありがとうございま

す。」 
 
「埼玉県神社庁参事の前原利雄様、神社について

の卓話よろしくお願いします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 今泉憲治 田中 克 
髙橋福八 坂本雄一 武井包光 松原幹男 
下山正男 関口礼子 渋谷修身 茂木 正 
金子 弘 八木茂幸 坂本優蔵 小此木昭二 
五十嵐敦子 梅村孝雄 井下 典 福島文江 
野澤章夫 佐藤賀則 立石秀寿 中島高夫 
中村 孝 澁澤健司 金子 章 高柳育行 
本日投入金額合計 36､000 
 
次回プログラム 
日時：5月 22日（木曜日）移動例会 

 

会員数 

出席免除

会員数 

出席義務

会員数 

出 席 

会員数 

 

出 席 率 

 

７３名 

 

８名 

 

６５名 

 

３８名 

 

６２％ 


