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　2011ー 2012年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
	 	 R . I . 会 長	 Kalyan		Banerjee
2580地区テーマ	 「簡素にして充実」	 地区ガバナー	 水 　野　正　人
クラブテーマ	 「質素にして充実」	 クラブ会長	 海 　内　栄　一

本日の卓話

前回（3/21　1260 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

４/４	 「知る人ぞ知る〜公的制度を活用した事業承継〜」
	 	 	 東京中小企業投資育成株式会社　次長　桑本淳子	様
４/11	 「いま、日本に求められるもの−歴史から学ぶ人間関係」
	 	 	 作家　童門冬二	様
４/18	 「クラブ奉仕について」
	 	 	 東京練馬西ロータリークラブ　パストガバナー　戸田一誠	様
４/25	 「陸軍中野学校秘話」
	 	 	 東京板橋ロータリークラブ　㈻杏文学園　高山精雄	様

今後の卓話予定

来　訪　者　紹　介

会長報告＜海内会長＞

先週土曜日曜の三社祭 700 年祭はあいにく

の天気でありました。特に堂下げ、大行列、

舟渡御が行われた日曜日は何とか大行列ま

では問題なく催行されましたが、54 年ぶり

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

「情報化社会が、世の中をどう変えてきたか、今後どのような社会になるのか」
	 	 	 東京品川中央RC　圷　昭二	様

	 45 名	 1 名	 3 名	 34 名	 7 名	 82.93％	 1258 例会修正　欠席 2名・出席率 95.12％

◆ゲスト ３名 東京練馬西RC　渡部恭伸	様
	 	 東京青年会議所	台東区委員会　委員長　鈴木紳介	様・書記幹事　市原淑行	様
◆ビジター ３名 松戸東RC　渡辺　猛	様、東京江北RC　岩城　武	様
	 	 東京上野RC　丸山　進	様

の催行となり大きく耳目を集めていた舟渡御

の開始時期に小雨となってしまいました。

私たちびんざさら舞はとても残念ながら撤収

を余儀なくされてしまいましたし、金龍の舞

〈次頁につづく〉

　　	 　　６日（44周年）笹生ご夫妻　・　21日（44周年）天笠ご夫妻
	 　　21日（35周年）浜中ご夫妻　・　25日（30周年）小林博ご夫妻
　　　４月結婚記念日　	　　26日（41周年）長堀ご夫妻　・　26日（37周年）海内ご夫妻　
　	 　　26日（23周年）小池ご夫妻　・　28日（43周年）植木ご夫妻
　	 　　29日（28周年）上野ご夫妻



幹事報告＜藤掛幹事＞

・復興発信ビデオDVD購入申し込みについて

	 地区国際奉仕委員会より「東日本大震災

復興支援に向けての感謝と御礼」と題し

て「感謝・御礼発信DVD」が頒布されま

す。価格は1枚千円で発売は4月10日の予

定です。「各クラブ・会員の皆様に義援に

対する検証・並びに広報としてご活用下さ

い。」との事です。

	 ご興味のある方は詳細がクラブ事務所にご

ざいますのでご確認ください。

委員会報告

＜宮村次期幹事＞

・３月28日例会後、３階「清洲の間」にて第

２回次年度被選理事・役員及び委員長会を

開催致します。出席お願い致します。

＜胴長おじさん　長島代表＞

・胴長おじさんの会員の方にお願いします。

残り２回の支援になり、来月１回、秋に更

に１回徴収させていただき終了致します。

よろしくお願い致します。

の金龍も雨の日用となり、白鷺の舞の踊り手

たちも一部衣裳を外さざるをえませんでし

た。しかしながら、宮司、僧侶、総代のみな

さんはじめ四十四ヵ町会の役員の方々は断固

として乗船し舟渡御を貫徹されました。すべ

ての神事、行事を終えたのは午後６時過ぎと

なったようで、誠にお疲れ様でありました。

檜前兄弟によって観音像が漁労の網に掛かり

示現なされ、土師真中知によって祀られたの

が飛鳥時代推古天皇 36 年西暦 628 年のこと

でした。現世後利益仏であること誠に津々

浦々に聞こえ広がり、鎌倉時代初期には関東

に比ぶべき地がないほどに殷賑を極めた土地

柄となりました。鎌倉時代後期この聖観音菩

薩像の示現にかかわった三人を神格化し三社

権現として奉ることとなり、花園天皇の世の

1312 年信託を受け三社祭が催行されるよう

になりました。ついでながら、私たちのびん

ざさら舞もほぼ同じころ成立したと考えられ

ています。

浅草は鎌倉期には既に四つの顔を持っていま

した。その第一は門前町としての顔、第二は

秩父から河川搬送された銅や関東一円の年貢

米の積み替え湊としての顔、第三は広大な湿

地帯を持つ観音裏に位置する米作地帯として

の顔、第四は勿論漁業基地としての顔です。

しかし第四の漁業基地は江戸幕府によって漁

師の人たちが大森海岸や佃島に移動させられ

江戸時代中ごろから途絶えてしまいました。

この関係で江戸時代から三社祭の舟渡御の時

には大森や佃島の漁師の方々が舟を出して協

力することとなったそうです。興味ある問題

ははたして、次の舟渡御はいつになるかとい

うことです。最も近い可能性があるのは、16

年後の 2028 年すなわち観音様示現 1400 年記

念の年かもしれません。矢野さんはもちろん

元気でしょうが、私は 79 歳になっているは

ずですが、誠にもって微妙であります。



ニコニコボックス

＜植木＞

・本日の卓話者	東京練馬西RCの渡部恭
よし

伸
のぶ

様

をご紹介します。

＜海内、長島、藤掛、柘、小林、藤田＞

・渡部様	本日の卓話よろしくお願い致しま

す。

＜藤掛、海内、長島、古谷、斎藤、永井、中村、

大塚＞

・新例会場　心機一転で会員増強・増強で頑

張りましょう‼

＜宮村、海内、長島、太田＞

・東日本大震災

　　　　頑張ろう　東日本！

　　　　立ち上がれ　日本！

＜松崎＞

・三社祭斎行700年祭舟渡御で隅田川の両岸

に見物の方が鈴なりでした。その中で蔵前

橋の中央から船に声援をしてくれた吉田長

さん本当にありがとうございました。

＜矢野、松崎＞

・三社祭斎行700年祭舟渡御、無事に斎行致

しました。皆様のご協力に感謝致します。

ありがとうございました。

＜永井＞

・矢野禰宜さん松崎総代三社祭斎行700年祭

浅草寺本尊示現会「舟渡御」無事斎行おめ

でとうございます。

＜小池＞

・本日から新会場でよろしくお願い致しま

す。

＜天笠＞

・孫達が半年ぶりでドバイから春休みで帰

国。４月６日まで楽しいです。

＜片岡＞

・結婚記念日に花束を戴きまして、誠に有難

うございました。

＜永井＞

・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う

ございました。46年目を何とか迎えることが

出来ました。

東京青年会議所台東区委員会　委 員 長　鈴木紳介	様
　　　　　　　　　　　　　　書記幹事　市原淑行	様

・今日は青年会議所からワンパク相撲に寄付のご協力をお願いに伺いました。

　何卒よろしくお願い致します。

お願い致します



卓　話

「会員増強と少子化」

１．昨年度、中央分区の 11 クラブで「ロータリーの会員減少と少子化」をテー
マに卓話をしました。会員減少は都心部より、23 区郊外の方が減少して
いる様だ。

２．企業のリストラによる大量な退会者が続き、会員数 20 名前後のクラブ
も多くなった。

３．会員数が減り、他クラブに吸収され、消滅したクラブもある。

４．どこのクラブでも会員の若返りと会員増強を目指しているが、右肩下が
りの経済状況と少子化の時代では会員増強は難しい。日本の人口構造が
大きく変化しているのも一因ではないか。

５．日本の人口減少は 1975 年から下降線を辿り始め、1990 年に 1.57、2008
年に 1.38 まで下がった。少子化により会員数の増加が見込めない場合は
他クラブとの合併も考えた方が良い。

６．クラブフォーラムや家庭集会で「少子化問題」と「女性会員」を議題に
話し合っては如何。

７．加速度的に近い将来、確実に到来すると思うので、真剣に少子化に目を
向けたい。

2580地区会員増強委員会　　　　
東京練馬西ロータリークラブ　　

渡　部　恭　伸　様

＜今週担当　長堀映司＞


