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委員会報告
米山記念奨学会委員長 今井昇会員
特別寄付についてですが、今年はみなさんに広くお声をかけさせていただきます。
ご協力をお願いいたします。

お祝い事
会員誕生日：浅野繁

柏南ロータリークラブ

本日のゲスト

井畑和士 園邊哲 友野俊政 山本昭彦

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗

ご家族誕生日：井畑和士 宮寛 山川真哉
ご結婚記念日：浅野了

浅野繁 池田孝

会報

宮本邦雄

第１８１０回２０１９年４月９日 (火曜日)
紅龍山 布施弁天 東海寺
住職 下村法之

様

入会式

ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。
１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。
４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。

会長挨拶
観桜例会から二週間ぶりの例会となりまし
た。

例会終了後、櫻井年度の親睦
委員会が開催されました。
しいメンバーです。
次年度に向けて、各委員会で着々

６,９３２円

と準備が進められています!!

荒木知太朗
岡田勝久
小林 亘
高橋 薫
友野俊政
福田理佳
森 三枝
山本昭彦
出席免除

今年の桜は、寒さのお蔭で今週も綺麗に咲い

来週は、例会が第１１グループ合同の夜間

ています。寒暖の差が激しいので、体調管理

例会となります。例会の前にゴルフ・ボウリ

には十分配慮して下さい。

ングに参加なさる方は、くれぐれもお怪我の

先週例会が休会となりましたのは、麗澤大

無い様に元気に例会に出席して下さい。

学の入学式と重なった為です。

会長幹事によるアトラクションも御座います。

俊平先生や上平さん等、懐かしい方々にお会

どうぞお楽しみに！

いすることが出来ました。

例会報告
浅野 了 浅野 繁
今井 昇 大内 啓
小髙 潔 小林義和
關口和行 園邊 哲
鴇田和之 戸部謹爾
猫田岳治 服部秀雄
宮本邦雄 森 秀樹
山口修代 山崎康弘
出席
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ
ｹﾞｽﾄ
下村法之様

気のスポットです。

池田親睦委員長を筆頭に、頼も

森三枝会員の入会式が行われました

ワンコインニコニコ

近年縁結びの御利益が有ると若い女性にも人

池田 孝
岡田尚子
斎藤由紀
竹村隆一郎
中島恵里
古谷桂子
八木和男
吉川末満

井畑和士
片岡達生
櫻井好美
妻島不三二
仲原一郎
宮
寛
山川真哉
米谷昌紀

今日は卓話に布施弁天のご住職が来て下さ
四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１
２
３
４

真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

例会日

会員数

出席

出席率に用いる数

％

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ
ご一報ください。

４月９日

４０

２７

２

７１.１

ckmrc@io.ocn.ne.jp

B会場

柏にお住いの方なら、皆さんご存知とは思い
ますが、柏の北部利根川の近くに有る有名な
弁天様です。小学校の遠足などで馴染みの深

例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

場所：れいたくキャンパスプラザ

いました。

い思い出の場所という方も多い事と思います。
例会日／毎週火曜日(12:30～13:30） 例会場／廣池学園キャンパスプラザ TEL／04-7173-3558 FAX／04-7173-355０
事務局/〒277-0011

千葉県柏市東上町7-18柏市商工会議所会館 505 ＴＥＬ/04-7166-3963 FAX/04-7186-6255 E-mail /ckmrc@io.ocn.ne.jp

＜本日の卓話＞
紅龍山

布施弁天

紅龍山 布施弁天 東海寺

東海寺の住職

下村法之様が

卓話にお越しくださり、布施弁天の歴史について
お話くださいました。

住職 下村法之様

めです。

平将門と弁財天
承平年間（931年～938年）平将門の兵火のた

布施弁天について

め焼失されたのちに、この時の討伐軍の武将源が

｢布施の弁天さま｣として親しまれていますが、紅

戦跡巡りの際、不思議なことに遇い、弁財天を信

龍山布施弁天東海寺と称し、大同2年（西暦807

仰することになり尊像奉持して、平将門の乱を制

年）に弘法大師空海御作といわれる弁財天像をご

し、寺を再興し、本尊弁財天は松の木の上に避難

本尊（秘仏）として開山された祈願寺です。平成

し難を逃れていたので、松光院と名付けました。

18年には本堂・楼門・鐘楼が千葉県重要文化財

現在の本堂が完成

の指定を受けました。

その後も天災や戦乱で興廃を繰り返しますが、
かねてから本尊を篤信していた領主である本多豊

いわれ

前守は正徳年間諸大名から寄進をもとめ、享保2

赤い龍と天女の御像
大同2年（807年）７月7日、大雷雨とともに
赤い龍が現れ手にもった土塊を捧げて島を造り、
その時から島の東の山麗から夜な夜な不思議な光

年（1717年）に現在の本堂が完成しました。

布施弁天の本堂

鐘楼

が射しました。ある時、天女が村人の夢に現れて、
「我は、但馬の国朝来郡筒江の郷（現

年老いた私が ある日 今までの私と 違っていたとしても
どうかそのままの 私のことを 理解して欲しい
私が服の上に 食べ物をこぼしても 靴ひもを結び忘れても
あなたに色んなことを 教えたように 見守って欲しい
あなたと話す時 同じ話を何度も何度も 繰り返しても
その結末を どうかさえぎらずに うなずいて欲しい
あなたにせかまれて 繰り返し読んだ絵本の あたたかな結末は
いつも同じでも 私の心を 平和にしてくれた
悲しいことではないんだ 消えて去って行くように 見える私の心へと
励ましの まなざしを 向けてほしい
楽しいひと時に 私が思わず下着を濡らしてしまったり
お風呂に入るのを いやがることきには 思い出して欲しい
あなたを追い回し 何度も着替えさせたり 様々な理由をつけて
いやがるあなたと お風呂に入った 懐かしい日のことを
悲しいことではないんだ 旅立ちの前の準備をしている私に
祝福の祈りを捧げて欲しい
いずれ歯も弱り 飲み込むことさえ 出来なくなるかも知れない
足も衰えて 立ち上がる事すら 出来なくなったなら
あなたが か弱い足で 立ち上がろうと 私に助けを求めたように
よろめく私に どうかあなたの 手を握らせて欲しい
私の姿を見て 悲しんだり 自分が無力だと 思わないで欲しい
あなたを抱きしめる力が ないのを知るのは つらい事だけど
私を理解して支えてくれる心だけを 持っていて欲しい
きっとそれだけで それだけで 私には勇気が わいてくるのです
あなたの人生の始まりに 私がしっかりと 付き添ったように
私の人生の終わりに 少しだけ付き添って欲しい

兵庫県朝

来郡和田山町）から参った、我を探し祭りなさい」

あなたが生まれてくれたことで 私が受けた多くの喜びと
あなたに対する変らぬ愛を 持って笑顔で答えたい

と告げました。夢から覚めた村人が光をたど
っていくとそこに三寸（約9センチメートル）ほ

手紙 ～親愛なる子供たちへ～

布施弁天の楼門

どの尊い御像があったので、藁葺きの小祠を建て

私の子供たちへ
愛する子供たちへ

ておまつりしました。

幹事報告

弘法大師による開山

●出席に関する取り決めが出来ました。必ずご一読下

のちに弘法大師空海が関東地域に巡錫のおり、
この話を聞き布施に参り「この像は、私が但馬の

さい。 別紙参照下さい

4月16日（火）

振替休会

●４月１７日（水）１１Ｇ合同例会

4月17日（水）

11Ｇ合同例会

国で願をかけ、彫刻し奉った弁財天である」と感

最後に、手紙 ～親愛なる子供たちへ～（作者：

嘆せられました。そこで大師は寺を造り、山を紅

不明）というとても素敵な詩を朗読してください

●合同例会 ゴルフ・ボーリング参加の方

龍山とよび、この村を天女の利益にあやかり「布

ました。

支払い下さい。

今年度の新入会員は合同例会時にご紹介をします

●マイロータリー

施」と名付け、京に帰り親交の深い嵯峨天皇に事

嵯峨天皇の勅願所に指定
弘仁14年（823年）に入り、その話にいたく

(メーキャップになります）
通常例会

●【回覧】

4月30日（火）

祝日週休会

・ＲＬＩ パート３のご案内

5月 7日（火）

祝日週休会

・米山梅吉記念館 賛助会員募集案内/式典の案内

年次寄付目標柏南ＲＣ５１％
本日の卓話
下村法之様

・母子の健康月間
・ハイライト米山

リソースのご案内

１８:００点鐘

地区研修協議会

4月23日（火）

を建立され勅願所（天皇が天災地変や疫病流行な

ｻﾞ･ｸﾚｽﾄﾎﾃﾙ柏

※ｺﾞﾙﾌ・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ終了後に例会となります。

アカウント登録をお願いします

・ロータリー財団寄付状況一覧

本堂の向拝の回柱に菊の紋章があるのは、そのた

１７:３０受付

4月20日（土）

感動された嵯峨天皇は田畑を寄付され、堂塔伽藍

どを祈願せしめられた寺社）に指定しました。

参加費をお

別紙ご参照下さい

の次第を申し上げました。

今後の予定

今後の重要な予定
5月14日（火）～15日（水）

親睦旅行 鬼怒川温泉

（宴会だけ、翌朝すぐの解散、などでもOKです
のでぜひ参加下さい）
6月11日（火）

ガバナー補佐訪問

6月25日（火）

交替式

ハート柏迎賓館

