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　皆さん、こんにちは。本日は、今年最初のリレートー
クです。勝呂先生、山口さんよろしくお願いします。
　今日の私のお話は、正月恒例の箱根駅伝に関係して、
数年前まで優勝を続けていた東洋大学の話です。という
のは、私、昭和50年代から平成7年3月まで東洋大学の
講師をしておりました。私の昔の研究仲間が東洋大学創
設者井上円了研究センターの所長をしており、色 と々資
料を送ってくださるのです。
　井上円了は、東京大学文学部哲学科の第一期生であ
り、当時授業はすべて英語のテキストで、教師はほぼ西
洋人であり公示文書は英語、日本人の学生たちの会話
もすべて英語であること、西洋哲学の講義はハーバード
大学出身の教員であったフェノロサであったそうです。
「真理は哲学にあり」と確信した井上円了は、明治17年
に西周、加藤弘之らと共に、日本で最初の哲学に関す
る学会「哲学会」を創設しています。
　さらに明治37年には、中野区の北部に哲学堂公園を
建設し、哲学を身近なものにしようとしました。そこで私
たちが哲学堂公園にて真理の世界に入るには、まず玄
関の哲学関を通り、次に常識門に入り、髑髏庵で一服し、
常識に付着している塵と垢を払い落とし、次に哲学の世
界代表である釈迦・孔子・ソクラテス・カントが祭られ
ている四聖堂を見学し、そして聖徳太子などを祭る六賢
台に参拝し、最後には理想橋に到達するとのことです。
　また井上は、明治時代の日本を代表する哲学者であり
ながら、同時に妖怪学博士としても著名であり、遠野物
語を書いた日本民俗学の開拓者柳田國男が妖怪を擁護
する人であるのに対して、妖怪を撲滅する派に属するよう
です。井上円了と柳田國男は相容れない2人であったよ
うです。
　一度、東京の中野に行かれたら、哲学堂公園を散策
して、理想橋に到着してみてください。

ビジター  一杉　泰博君（沼津北）

欠席者（5名）
石川（秀）君、髙地君、楠木君、
望月君、塚本君
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1月20日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　渡邉　秀一君

会員誕生日　大友　保志君、積　　惟貞君、
　　　　　　石川　三義君、楠木　公一君
結婚記念日　寺田　　鼎君

1月27日（金）
　65周年記念式典について

フェンシングとの関わり 会 員　勝呂　　衛君
　静岡県フェンシング協会会長、沼津市フェンシ
ング協会会長、日本フェンシング協会医事委員会
スーパーアドバイザーに就いています。フェンシン
グとの関わりについて述べたいと思います。
　昭和40年春、高校入学と同時にフェンシング部
に入部したのですが、きっかけは2～3か月前の新
聞に頭の良くなるスポーツは剣道との記事があり剣
道部に入部申し込みに行ったところ既に希望者が
30人以上、しかも中学からの経験者が多くとても入
れる状況ではありませんでした。剣道部部室前に
フェンシング部の先輩がたむろしていて「君でもイン
ターハイにいけるよ」との一言で二中からの同級生
3人で入部することにしました。入部当初は剣など握
らせてもらえず部室の前で3年生が煙草を吸うのを
先生に見つからないように見張り番でした。夏休み
が終わり3年生が引退後はまともな練習になったの
ですが楽しみは沼津西高との合同練習でした。既
に全国区の西高でしたので練習は厳しかったのを
覚えています。何とか2年生秋田、3年生福井のイ
ンターハイに出場できました。
　大学にはフェンシング部がなく、医者になってか
らは機会もなく、縁はなくなったなと思っていたとこ
ろ沼津に帰ってきて添地のスナックのトイレに少年
フェンシング教室募集の張り紙があり尋ねたところ、
たまたま居合わせたのが今県協会理事長をしてい
る夫婦でした。これがきっかけで県・市協会の会
長が高齢で止めるので後任で引き受けてくれないか
と頼み込まれ就任しました。医者で県協会の会長は
いなく日本体育協会のスポーツドクターになれとか
日本チームの帯同ドクターにと次から次に役職が増
えていきました。
　そのうちに高校2年生の喜平のお嬢さんがイン
ターハイで優勝、その後もインターハイ3位、優勝
と好成績が生まれたのです。平成15年の静岡国体
と重なり静岡県の競技人口が徐々に増えていきまし

フェンシングとの関わり 会 員　勝呂　　衛君

会員リレートーク

石川（三）君…勝呂先生、山口さん、今年最初のリ
レートークよろしくお願いします。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…1/30（月）は裁量休会
　沼　津　北…1/24（火）は夜間例会　新年会
　　　　　　　2/21（火）は移動例会
 香貫山大漁桜補植
　　　　　　　2/28（火）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替
　富　　　士…1/25（水）は例会後、職場見学へ
　長　　　泉…1/25（水）は1/28（土）移動例会
　新　富　士…2/7（火）は特別休会
　　　　　　　2/14（火）は例会場変更＠常葉大学
　　　　　　　2/28（火）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替
　富 士 宮 西…2/24（金）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替

た。五輪での太田選手の活躍もあり今では小学生
から始めるのも珍しくありません。去年6月にはキラ
メッセで全国から160名のちびっこ選手が参加して
大会が盛大に行われました。今年も第2回大会を計
画しております。県協会では沼津市をフェンシング
の街といわれるように様々な企画をしています。東
京五輪の事前合宿誘致もその一つです。
　今後皆様にご協力をお願いすることがあると思い
ますが、よろしくお願いいたします。

幹事　内田久嗣君 会 員　山口　和一君
　内田君との出会いは、中山ガバナー年度の富士
登山である。タフガイのいい奴が入ったなぁが第一
印象。翌年、積ガバナー年度で地区副幹事を一緒
にやる。地区事業でまた富士登山をすることになっ
た。私が一番心配だと金時山・大山・大菩薩峠と
二か月をかけ三山を登らされた。
　本番の一週間前に「虫垂炎になり参加できませ
ん」と頼りのウッチーから。病気では致し方ないと「お
大事に」。秋になり、「実はガンで、治らないガンで
す」と聞かされた。数人のメンバーと共に本当に
ショックを受けた。抗がん剤を木曜日に投与し金曜
日の例会、土日は副作用で寝ているという。何もな
いかのように日々を送るウッチーに頭が下がる。
　私に会長が回ってきた。「山口さんの時、幹事を
させてください」事情を知っているメンバーに相談を
した。万が一があったら皆で支えると「内田幹事の
誕生」でした。会長や幹事になると土日に出ること
も多い。「体調大丈夫？」「抗がん剤は月曜日に変
更しました」とのこと。本当に一年半お世話になりま
した。癌だと忘れるくらい元気だった。昨年4月、
体調を崩し入院、10月逝去。あまりに早い52年の
人生でした。残念でならない。
　よく韓国、香港、マカオとメンバーと行きました。
珍道中でサナギやうつぼを食べさせられたり、世
界遺産でない教会を見て「やっぱり、世界遺産は違
う」と感激をしたり楽しい思い出です。
　棺に10人で行った海外旅行の写真を入れました。
君は、生涯大切なロータリアンです。

幹事　内田久嗣君 会 員　幹事　内田久嗣君 会 員　山口　和一君

２ ．2/26（日）ＩＭ登録申込最終確認書提出のため
　⇒ 出欠変更等ございましたら1/19（木）までに事
務局までご連絡ください

　⇒ 当日はクラブ貸切バスが出ますが、別途自家用
車ご使用の方は予め事務局までご連絡ください

３ ．国際ロータリー年次大会「日本人親善朝食会」
ご案内を卓上配布
　⇒ 6/11（日）ハイアットリージェンシー・アトランタ
　⇒ 出席を希望される方は2/9（木）までに事務局ま
でご連絡ください

ロータリーの標語　超我の奉仕　Service above self



出席報告

ジョン  F. ジャーム

生子　哲男

20172016

2016～2017

―2―

石 川 三 義
山 本 洋 祐
三 好 勝 晴

☎〈055〉963-0515　　  963-5202

沼津リバーサイドホテル

第3175回例会 2017.1.13

 会長挨拶 会　長　石川　三義

NO.25

　皆さん、こんにちは。本日は、今年最初のリレートー
クです。勝呂先生、山口さんよろしくお願いします。
　今日の私のお話は、正月恒例の箱根駅伝に関係して、
数年前まで優勝を続けていた東洋大学の話です。という
のは、私、昭和50年代から平成7年3月まで東洋大学の
講師をしておりました。私の昔の研究仲間が東洋大学創
設者井上円了研究センターの所長をしており、色 と々資
料を送ってくださるのです。
　井上円了は、東京大学文学部哲学科の第一期生であ
り、当時授業はすべて英語のテキストで、教師はほぼ西
洋人であり公示文書は英語、日本人の学生たちの会話
もすべて英語であること、西洋哲学の講義はハーバード
大学出身の教員であったフェノロサであったそうです。
「真理は哲学にあり」と確信した井上円了は、明治17年
に西周、加藤弘之らと共に、日本で最初の哲学に関す
る学会「哲学会」を創設しています。
　さらに明治37年には、中野区の北部に哲学堂公園を
建設し、哲学を身近なものにしようとしました。そこで私
たちが哲学堂公園にて真理の世界に入るには、まず玄
関の哲学関を通り、次に常識門に入り、髑髏庵で一服し、
常識に付着している塵と垢を払い落とし、次に哲学の世
界代表である釈迦・孔子・ソクラテス・カントが祭られ
ている四聖堂を見学し、そして聖徳太子などを祭る六賢
台に参拝し、最後には理想橋に到達するとのことです。
　また井上は、明治時代の日本を代表する哲学者であり
ながら、同時に妖怪学博士としても著名であり、遠野物
語を書いた日本民俗学の開拓者柳田國男が妖怪を擁護
する人であるのに対して、妖怪を撲滅する派に属するよう
です。井上円了と柳田國男は相容れない2人であったよ
うです。
　一度、東京の中野に行かれたら、哲学堂公園を散策
して、理想橋に到着してみてください。

ビジター  一杉　泰博君（沼津北）

欠席者（5名）
石川（秀）君、髙地君、楠木君、
望月君、塚本君

44

44

39

88.64

90.7

1月20日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　渡邉　秀一君

会員誕生日　大友　保志君、積　　惟貞君、
　　　　　　石川　三義君、楠木　公一君
結婚記念日　寺田　　鼎君

1月27日（金）
　65周年記念式典について

フェンシングとの関わり 会 員　勝呂　　衛君
　静岡県フェンシング協会会長、沼津市フェンシ
ング協会会長、日本フェンシング協会医事委員会
スーパーアドバイザーに就いています。フェンシン
グとの関わりについて述べたいと思います。
　昭和40年春、高校入学と同時にフェンシング部
に入部したのですが、きっかけは2～3か月前の新
聞に頭の良くなるスポーツは剣道との記事があり剣
道部に入部申し込みに行ったところ既に希望者が
30人以上、しかも中学からの経験者が多くとても入
れる状況ではありませんでした。剣道部部室前に
フェンシング部の先輩がたむろしていて「君でもイン
ターハイにいけるよ」との一言で二中からの同級生
3人で入部することにしました。入部当初は剣など握
らせてもらえず部室の前で3年生が煙草を吸うのを
先生に見つからないように見張り番でした。夏休み
が終わり3年生が引退後はまともな練習になったの
ですが楽しみは沼津西高との合同練習でした。既
に全国区の西高でしたので練習は厳しかったのを
覚えています。何とか2年生秋田、3年生福井のイ
ンターハイに出場できました。
　大学にはフェンシング部がなく、医者になってか
らは機会もなく、縁はなくなったなと思っていたとこ
ろ沼津に帰ってきて添地のスナックのトイレに少年
フェンシング教室募集の張り紙があり尋ねたところ、
たまたま居合わせたのが今県協会理事長をしてい
る夫婦でした。これがきっかけで県・市協会の会
長が高齢で止めるので後任で引き受けてくれないか
と頼み込まれ就任しました。医者で県協会の会長は
いなく日本体育協会のスポーツドクターになれとか
日本チームの帯同ドクターにと次から次に役職が増
えていきました。
　そのうちに高校2年生の喜平のお嬢さんがイン
ターハイで優勝、その後もインターハイ3位、優勝
と好成績が生まれたのです。平成15年の静岡国体
と重なり静岡県の競技人口が徐々に増えていきまし

フェンシングとの関わり 会 員　勝呂　　衛君

会員リレートーク

石川（三）君…勝呂先生、山口さん、今年最初のリ
レートークよろしくお願いします。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…1/30（月）は裁量休会
　沼　津　北…1/24（火）は夜間例会　新年会
　　　　　　　2/21（火）は移動例会
 香貫山大漁桜補植
　　　　　　　2/28（火）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替
　富　　　士…1/25（水）は例会後、職場見学へ
　長　　　泉…1/25（水）は1/28（土）移動例会
　新　富　士…2/7（火）は特別休会
　　　　　　　2/14（火）は例会場変更＠常葉大学
　　　　　　　2/28（火）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替
　富 士 宮 西…2/24（金）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替

た。五輪での太田選手の活躍もあり今では小学生
から始めるのも珍しくありません。去年6月にはキラ
メッセで全国から160名のちびっこ選手が参加して
大会が盛大に行われました。今年も第2回大会を計
画しております。県協会では沼津市をフェンシング
の街といわれるように様々な企画をしています。東
京五輪の事前合宿誘致もその一つです。
　今後皆様にご協力をお願いすることがあると思い
ますが、よろしくお願いいたします。

幹事　内田久嗣君 会 員　山口　和一君
　内田君との出会いは、中山ガバナー年度の富士
登山である。タフガイのいい奴が入ったなぁが第一
印象。翌年、積ガバナー年度で地区副幹事を一緒
にやる。地区事業でまた富士登山をすることになっ
た。私が一番心配だと金時山・大山・大菩薩峠と
二か月をかけ三山を登らされた。
　本番の一週間前に「虫垂炎になり参加できませ
ん」と頼りのウッチーから。病気では致し方ないと「お
大事に」。秋になり、「実はガンで、治らないガンで
す」と聞かされた。数人のメンバーと共に本当に
ショックを受けた。抗がん剤を木曜日に投与し金曜
日の例会、土日は副作用で寝ているという。何もな
いかのように日々を送るウッチーに頭が下がる。
　私に会長が回ってきた。「山口さんの時、幹事を
させてください」事情を知っているメンバーに相談を
した。万が一があったら皆で支えると「内田幹事の
誕生」でした。会長や幹事になると土日に出ること
も多い。「体調大丈夫？」「抗がん剤は月曜日に変
更しました」とのこと。本当に一年半お世話になりま
した。癌だと忘れるくらい元気だった。昨年4月、
体調を崩し入院、10月逝去。あまりに早い52年の
人生でした。残念でならない。
　よく韓国、香港、マカオとメンバーと行きました。
珍道中でサナギやうつぼを食べさせられたり、世
界遺産でない教会を見て「やっぱり、世界遺産は違
う」と感激をしたり楽しい思い出です。
　棺に10人で行った海外旅行の写真を入れました。
君は、生涯大切なロータリアンです。

幹事　内田久嗣君 会 員　幹事　内田久嗣君 会 員　山口　和一君

２ ．2/26（日）ＩＭ登録申込最終確認書提出のため
　⇒ 出欠変更等ございましたら1/19（木）までに事
務局までご連絡ください

　⇒ 当日はクラブ貸切バスが出ますが、別途自家用
車ご使用の方は予め事務局までご連絡ください

３ ．国際ロータリー年次大会「日本人親善朝食会」
ご案内を卓上配布
　⇒ 6/11（日）ハイアットリージェンシー・アトランタ
　⇒ 出席を希望される方は2/9（木）までに事務局ま
でご連絡ください

ロータリーの標語　超我の奉仕　Service above self


