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　皆さん、こんにちは。今日は2月3日節分です。皆さん
の家庭で節分の豆まきをされる家庭がどれぐらいあるの
でしょうか。私の家では豆まきを毎年続けております。
　今日の私のお話は、豆まきとは全く関係のない奈良の
大仏殿のお話です。東大寺には、二月堂、三月堂、四月堂
があり、二月堂のお水取りは、752年に始めて以来今日
まで一年として欠かしたことのない火と水の伝統行事です。
　さて、東大寺の大仏殿は、739年に大仏の力によって
王統を守るとともに、地震、旱魃、疫病などの国家社会
の災いの全体を払おうということから、大仏建立の祈願
がなされました。大仏殿を建立する天皇は、皆さんも周
知の聖武天皇です。聖武天皇は、光明皇后との子供、
基王が生後一年で死去したり、東北でのえにしの抵抗が
あったり、都では地震災害、また猛威を振るっていた天
然痘により藤原家四兄弟の死という惨事が発生したため、
仏教を広め、人々が深く帰依することによって国家護持、
国民の不安を取り除こうとして大仏建立を祈願したと言
われています。743年に大仏建立の適地として近江国の
紫香楽宮の南が選ばれ、甲賀寺で大仏建立が始まりま
した。しかし、745年4月に地震が紫香楽宮を襲ったた
め、平城京に大仏を建立することになりました。ようやく
752年4月9日に大仏開眼供養が挙行され、国内外から
一万人の僧侶が来ました。最終的な完成は771年であり
ます。大仏の大きさは、台座の高さが3ｍ、仏像本体が
15ｍ、顔の長さ約5.3ｍであり、大仏殿の大きさは、間
口約57ｍ、奥行50ｍ、高さ48.7ｍだそうです。日本一
の巨大な木造建築物です。
　私も、一年前に大仏殿を見学した時には、ほとんどの
人が中国人でした。しかし、三月堂や戒壇院にはまった
く外国人がいませんでした。二月堂のお水取りは、3月1
日から始まります。皆さんもぜひ一度は見学するのも良い
と思います。

他ＲＣ出席  （1.29地区職業奉仕セミナーは裏面）、
細澤君（1.29米山梅吉記念館運営委員会）、
能見君・渡邊（洋）君（1.30沼津柿田川）

欠席者（8名）
望月君、森藤君、村上君、野際君、
能見君、塚本君、渡辺（好）君、
渡邊（洋）君
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2月10日（金）
　会員リレートーク
 会　員　　石渡　保宣君・道前　　勇君

会員誕生日　寺田　　鼎君
配偶者誕生日　藤田　華世様（洋行君）
　　　　　　三好加容子様（勝晴君）
結婚記念日　大熊　宏幸君

2月17日（金）
　沼津ＲＣ創立65周年記念式典に向けて
 65周年実行委員会

2016-2017年度
職業奉仕セミナーの報告
 職業奉仕委員長　　塚本　和弘君

卓話

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

財団プロジェクト リーダー　道前　　勇
　財団プロジェクトは、Ｒ財団委員会と米山委員会
を統括し、我々ロータリアンが行おうとしている善
行の根幹となっている資金をいかにして集めるかが
重要な仕事であると理解して活動しています。特に
今年度は、Ｒ財団が100周年を迎えて寄付の要請
はヒートアップしています。そうしてこの寄付金を活
用して奉仕プロジェクトを活発化するように要請して
います。未寄付の方々のご理解・ご協力を期待し寄
付ノルマ100％達成ができたらと思っています。
Ｒ財団　①9/23に今年度の当クラブの地区補助
金事業として社会福祉法人輝望会が運営する重度
心身障害児（者）の生活介護事業所「ミルキーウェ
イ」の活動を支援するため「スヌーズレン」実践のた
めの機材一式の寄贈式を行いました。施設長の原
様から施設の概要や事業活動と「スヌーズレン」に
ついての卓話をいただきました。この贈呈式の模様
は沼津朝日新聞と静岡新聞に掲載されＲ財団の活
動が市民に広報されました。②11/4にＲ財団月間
に寄せての卓話を行いました。③財団年次寄付に
ついては11/29に28名の会員からの寄付金として
431,600円を送金させていただきました。ご協力あ
りがとうございます。しかし、地区目標達成率は
65％に留まっておりますので引き続き地区目標達成
のためご協力お願いいたします。④ロータリーカー
ドは現在7名ですが、引き続き加入のほどよろしくお
願いいたします。
米　山　米山記念奨学会は勉学または研究のため
に来日し大学等教育機関に在籍する外国人留学生
に対して奨学金を支給し、国際理解と親善に寄与す
ることを達成するための事業を応援するものであり
ます。この事業はすべて寄付金により運営され国内
では民間最大の国際奨学事業でもあります。この事
業運営のために本年度は一人16,000円以上／年
の寄付をお願いしております。本年度上期までの状
況ですが44名中26名59.09％個人・クラブ合計
で636,000円集まっております。これを12月末に
送金予定としています。下期も会員の皆様のご理解・
ご協力をお願いしまして100％の納入を目指すもの
であります。よろしくお願いいたします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　クラブ研修リーダーの役割は：クラブを活性化さ
せるためのきっかけ作りを推進すること。今年度は
任期4年目であり、特に、①会員のニーズを調査す
る⇒12/2団欒例会時に実施した。②現・次会長、
会長予定者と協議し、中長期的計画を立てる⇒下
期の早い時点で計画したい。③クラブ目標を分析
し、成果を評価する。これらを基本として活動を推
進したい。

ＳＡＡ 山口　和一
　6か月間、大村副ＳＡＡと共に、スムースな例会
運営を心がけてまいりました。引き続き、ＳＡＡの
目的を達成するために、会長、幹事、各委員会（特
に出席・親睦委員会）と連絡を密にとり、有意義な
例会作りに努めたいと思います。

財団プロジェクト 道前　　勇

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

ＳＡＡ 山口　和一

第2回クラブ協議会 ❹

東君…本日、都合で早退します。
服部君…勝呂先生にお世話になりました。
石川（三）君…大友君、職業奉仕セミナーの報告、
よろしくお願いします。本日は、二つのお祝いありが
とうございます。
渡辺（芳）君…1月27日（金）農林水産大臣賞の受
賞式に出席。当日自民党水産基本政策委員長の
石破茂代議士に直接お祝いの言葉を受けました。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…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
　長　　　泉…2/15（水）は2/18（土）
 静岡第2分区ＩＭに振替
　　　　　　　3/8（水）は早朝例会
　御　殿　場…2/16（木）は2/18（土）
 静岡第2分区ＩＭに振替
　沼　津　北…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
　沼　津　西…2/23（木）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
２ ．3/17（金）沼津ＲＣ創立65周年記念例会のお
知らせ ポストイン

　⇒ 出欠回答を2/17（金）までに事務局へご提出く
ださい（基本は全員出席）

３ ．「ロータリーの友」2月号 配布

　先日、1/29（日）に静岡グランシップにて、1月
から始まる職業奉仕月間中に併せて清水中央ＲＣ
ホストにて職業奉仕セミナーが開催されました。
　幸い天候に恵まれ、沼津からの東海道線が混ん
でいて約一時間立ちっぱなしにしては会員の足取り
軽く昼過ぎに到着、当地区79クラブの合計セミナー
出席者数403名の中で当沼津クラブでは会長、幹
事、積パストガバナー含め合計11名という高出席
率のもと、職業奉仕について、またロータリアンと
しての自覚を再確認してきました。
　セミナーは約2時間半という、やや短時間のセミ
ナーではありましたが、『職業奉仕の源流を訪ねて』
という演題にて講師は第2740地区、佐賀南ＲＣ　
職業分類　歯科医師の駒井秀基先生のすばらしい
お話を拝聴してまいりました。

出席者　 積君、石川（三）君、山本君、藤田君、
北澤君、村上君、能見君、大熊君、大
友君、塚本君、渡邉（秀）君
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の家庭で節分の豆まきをされる家庭がどれぐらいあるの
でしょうか。私の家では豆まきを毎年続けております。
　今日の私のお話は、豆まきとは全く関係のない奈良の
大仏殿のお話です。東大寺には、二月堂、三月堂、四月堂
があり、二月堂のお水取りは、752年に始めて以来今日
まで一年として欠かしたことのない火と水の伝統行事です。
　さて、東大寺の大仏殿は、739年に大仏の力によって
王統を守るとともに、地震、旱魃、疫病などの国家社会
の災いの全体を払おうということから、大仏建立の祈願
がなされました。大仏殿を建立する天皇は、皆さんも周
知の聖武天皇です。聖武天皇は、光明皇后との子供、
基王が生後一年で死去したり、東北でのえにしの抵抗が
あったり、都では地震災害、また猛威を振るっていた天
然痘により藤原家四兄弟の死という惨事が発生したため、
仏教を広め、人々が深く帰依することによって国家護持、
国民の不安を取り除こうとして大仏建立を祈願したと言
われています。743年に大仏建立の適地として近江国の
紫香楽宮の南が選ばれ、甲賀寺で大仏建立が始まりま
した。しかし、745年4月に地震が紫香楽宮を襲ったた
め、平城京に大仏を建立することになりました。ようやく
752年4月9日に大仏開眼供養が挙行され、国内外から
一万人の僧侶が来ました。最終的な完成は771年であり
ます。大仏の大きさは、台座の高さが3ｍ、仏像本体が
15ｍ、顔の長さ約5.3ｍであり、大仏殿の大きさは、間
口約57ｍ、奥行50ｍ、高さ48.7ｍだそうです。日本一
の巨大な木造建築物です。
　私も、一年前に大仏殿を見学した時には、ほとんどの
人が中国人でした。しかし、三月堂や戒壇院にはまった
く外国人がいませんでした。二月堂のお水取りは、3月1
日から始まります。皆さんもぜひ一度は見学するのも良い
と思います。
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細澤君（1.29米山梅吉記念館運営委員会）、
能見君・渡邊（洋）君（1.30沼津柿田川）

欠席者（8名）
望月君、森藤君、村上君、野際君、
能見君、塚本君、渡辺（好）君、
渡邊（洋）君

44

44

36

81.82

97.73

2月10日（金）
　会員リレートーク
 会　員　　石渡　保宣君・道前　　勇君

会員誕生日　寺田　　鼎君
配偶者誕生日　藤田　華世様（洋行君）
　　　　　　三好加容子様（勝晴君）
結婚記念日　大熊　宏幸君

2月17日（金）
　沼津ＲＣ創立65周年記念式典に向けて
 65周年実行委員会

2016-2017年度
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紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

財団プロジェクト リーダー　道前　　勇
　財団プロジェクトは、Ｒ財団委員会と米山委員会
を統括し、我々ロータリアンが行おうとしている善
行の根幹となっている資金をいかにして集めるかが
重要な仕事であると理解して活動しています。特に
今年度は、Ｒ財団が100周年を迎えて寄付の要請
はヒートアップしています。そうしてこの寄付金を活
用して奉仕プロジェクトを活発化するように要請して
います。未寄付の方々のご理解・ご協力を期待し寄
付ノルマ100％達成ができたらと思っています。
Ｒ財団　①9/23に今年度の当クラブの地区補助
金事業として社会福祉法人輝望会が運営する重度
心身障害児（者）の生活介護事業所「ミルキーウェ
イ」の活動を支援するため「スヌーズレン」実践のた
めの機材一式の寄贈式を行いました。施設長の原
様から施設の概要や事業活動と「スヌーズレン」に
ついての卓話をいただきました。この贈呈式の模様
は沼津朝日新聞と静岡新聞に掲載されＲ財団の活
動が市民に広報されました。②11/4にＲ財団月間
に寄せての卓話を行いました。③財団年次寄付に
ついては11/29に28名の会員からの寄付金として
431,600円を送金させていただきました。ご協力あ
りがとうございます。しかし、地区目標達成率は
65％に留まっておりますので引き続き地区目標達成
のためご協力お願いいたします。④ロータリーカー
ドは現在7名ですが、引き続き加入のほどよろしくお
願いいたします。
米　山　米山記念奨学会は勉学または研究のため
に来日し大学等教育機関に在籍する外国人留学生
に対して奨学金を支給し、国際理解と親善に寄与す
ることを達成するための事業を応援するものであり
ます。この事業はすべて寄付金により運営され国内
では民間最大の国際奨学事業でもあります。この事
業運営のために本年度は一人16,000円以上／年
の寄付をお願いしております。本年度上期までの状
況ですが44名中26名59.09％個人・クラブ合計
で636,000円集まっております。これを12月末に
送金予定としています。下期も会員の皆様のご理解・
ご協力をお願いしまして100％の納入を目指すもの
であります。よろしくお願いいたします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　クラブ研修リーダーの役割は：クラブを活性化さ
せるためのきっかけ作りを推進すること。今年度は
任期4年目であり、特に、①会員のニーズを調査す
る⇒12/2団欒例会時に実施した。②現・次会長、
会長予定者と協議し、中長期的計画を立てる⇒下
期の早い時点で計画したい。③クラブ目標を分析
し、成果を評価する。これらを基本として活動を推
進したい。

ＳＡＡ 山口　和一
　6か月間、大村副ＳＡＡと共に、スムースな例会
運営を心がけてまいりました。引き続き、ＳＡＡの
目的を達成するために、会長、幹事、各委員会（特
に出席・親睦委員会）と連絡を密にとり、有意義な
例会作りに努めたいと思います。

財団プロジェクト 道前　　勇

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

ＳＡＡ 山口　和一

第2回クラブ協議会 ❹

東君…本日、都合で早退します。
服部君…勝呂先生にお世話になりました。
石川（三）君…大友君、職業奉仕セミナーの報告、
よろしくお願いします。本日は、二つのお祝いありが
とうございます。
渡辺（芳）君…1月27日（金）農林水産大臣賞の受
賞式に出席。当日自民党水産基本政策委員長の
石破茂代議士に直接お祝いの言葉を受けました。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…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
　長　　　泉…2/15（水）は2/18（土）
 静岡第2分区ＩＭに振替
　　　　　　　3/8（水）は早朝例会
　御　殿　場…2/16（木）は2/18（土）
 静岡第2分区ＩＭに振替
　沼　津　北…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
　沼　津　西…2/23（木）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
２ ．3/17（金）沼津ＲＣ創立65周年記念例会のお
知らせ ポストイン
　⇒ 出欠回答を2/17（金）までに事務局へご提出く
ださい（基本は全員出席）

３ ．「ロータリーの友」2月号 配布

　先日、1/29（日）に静岡グランシップにて、1月
から始まる職業奉仕月間中に併せて清水中央ＲＣ
ホストにて職業奉仕セミナーが開催されました。
　幸い天候に恵まれ、沼津からの東海道線が混ん
でいて約一時間立ちっぱなしにしては会員の足取り
軽く昼過ぎに到着、当地区79クラブの合計セミナー
出席者数403名の中で当沼津クラブでは会長、幹
事、積パストガバナー含め合計11名という高出席
率のもと、職業奉仕について、またロータリアンと
しての自覚を再確認してきました。
　セミナーは約2時間半という、やや短時間のセミ
ナーではありましたが、『職業奉仕の源流を訪ねて』
という演題にて講師は第2740地区、佐賀南ＲＣ　
職業分類　歯科医師の駒井秀基先生のすばらしい
お話を拝聴してまいりました。

出席者　 積君、石川（三）君、山本君、藤田君、
北澤君、村上君、能見君、大熊君、大
友君、塚本君、渡邉（秀）君


