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親睦と友愛を礎として、
この日野の地域社会に奉仕・貢献して行こう
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2018年4月10日（火） 第1390回 卓話 結城祐純会員 於：高幡不動尊客殿
■司会
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会長
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「奉仕の理想

ソングリーダー本田

」今月の歌

「おぼろ月
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■会長報告

食は雨天でも実施）、21日は「夢ふうせんBBQ」。赤ジャン
パー着用。

親睦委員会

ニコニコメッセージ紹介、後記
■出席報告

2.4月15日（日）浅川クリーン作戦（小雨決行）昼食「明洞」(昼

会長

小髙

■委員会報告
グルメ部

本田

誠会長

5月29日（火)開会点鐘18：00

於；立川富山の漁「立川紋

屋」で和食。登録料9,000円（飲み代実費）
俊明

■卓話講師紹介

星野幸夫会員

皆様こんにちは、本日は、会長報告に先立ちまして、お祝いが

ご紹介するまでもありませんが、薬王寺のご住職の結城さんを

ございます。生沼通男様がこの4月22日で傘寿を迎えられます

ご紹介します。私とは２０年のお付き合いです。結城さんのお

誠におめでとうございます。全く傘寿とは見えません、また、今

子さんと私の孫が同級生で、東光寺小学校ですが、卒業記念で

年、平吹様も傘寿となられますがやはり傘寿には見えません。

ディズニーランドに行きました。

どうぞ皆さま健康第一でお願いいたします。

結城さんのお話をお聞きしたいと思います。

本日の卓話は、今年1月1日の黒川高徳様の後任として東京飛火

■卓話「イニシェーションスピーチ」結城祐純会員

野ロータリークラブにご入会いただきました、結城祐純様でご

皆さん、こんにちは。このような機会をいただきありがとうご

ざいます。私事でございますが、結城様とは、今から１８年ほど

ざいます。平成３０年１月に東京飛火野ロータリークラブに入

前、仕事の関係で浜松から高幡不動に転居した際、あるとても

会させていただきました。数カ月ですが、ロータリーの為にお

お世話になった上司の供養をお願いするため、真っ先に高幡不

役にたてるようにしたいと思っております。本日は、入会してか

動尊金剛寺を訪ね御祈祷をお願いしました。大柄でとても迫力

ら皆様にご紹介という機会がなかったのでお話させて頂きま

のある御坊さまだなあといった印象でしたが、お名前もお聞き

す。薬王寺の住職です。高幡不動の職員３０数年勤めさせてい

することなく過ごしてしまいました。先日、ご入会の御礼を申し

ただいています。歴代の御前様にもお仕えしているので話をし

上げました際に、18年ほど前のお話しを申し上げましたところ、

たいと思います。

思い出され、御祈祷申し上げたのは、私です。とのことでござい

自分の紹介ですが、結城祐純です。三鷹市で生まれ、サラリー

ました、とても不思議なご縁を感じております。本日の卓話本当

マンの次男坊として生まれました。１９６２年生まれ、５６歳に

に楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。

なります。いて座のO型、家族は家内と息子が1人です。息子は

冒頭でも、申し上げましたが、皆様、時間の経過だけは確実に

この４月から中学校に入学しました。趣味は庭いじり、木を植

進んでまいります。どうぞ若い会員を一人でも多く入会いただ

えたり景観を良くしたりを楽しみにしています。三鷹生まれで、

きますよう、会員増強をよろしくお願いいたします。どうぞよろ

父の転勤があって、小学校の５年から日野市民です。なぜ御坊

しくお願いいたします。

さんになったかと言うと、高校の２年生の時に、高幡不動でア

■幹事報告

ルバイトをしました。２年３年と正月のアルバイトをしたのです

幹事

河野和正

こんにちは、木々の若葉が日増しに 色濃くなり、陽射しが強く

が、お札を運んだり、お守りを授与したりとか、その程度のアル

暑い日もありますが、過ごしやすい気候になってきました。幹

バイトでしたが、翌年３年生の時に、不動堂のご本尊様の護摩

事報告を申し上げます。

炊きをする皆様が戸に入る時にお香を授ける、そのアルバイト

1.回覧物

はやりました。お正月の１週間ほどやりまして、それがきっかけ

a.RI第2750地区京浜グループ2017-18インターシティミーティ

です。お正月にお堂に入ると新年早々非常に厳粛で、秋山大僧

ングの案内。b.ガバナー月信4月、奉仕カワラ版「植樹2号」。c.

正様が赤い衣を着て、川澄大僧正様（当時は執事長でしたが）

東京愛宕RC5周年の案内。d.東京八王子RCより、例会案内。

と、近くのお寺の方々が社内に入っている姿を見るだけで全身

e.「第2回新会員セミナー」「第1回大猿会」合同案内。f.ガバ

鳥肌がたち、ご信者様がいっせいに頭をたれる、その景色がな

ナー事務所より、青少年交換留学生募集の案内。g.ペットボト

んともいえず、８５歳位の秋山大僧正様がご登壇される、そう

4月「母子の健康月間」
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いう姿を拝見して、また太鼓の音に身震いしました。皆様の手

うになり、何年もかかりましたが私も二刀流でやっています。

にお香をつけているのですが、最初は手しか見ていないです

基本的には右手で字を書く生活になり、現在、寺の書き物は私

が、３日位経つと余裕が出来ると御坊さんの姿、大僧正様のお

がしており、川澄御前様にお認め頂きました。

姿やお経を読む音等が凄いなと高校生の思いでした。大学の

私が薬王院に入ってから、最初は５件位しか檀家さんがいなかっ

２年に、将来サラリーマンになるのか？と漠然と思っていました

たのです。少しずつ増やして、平成２０年に本堂を建てました。

が、どこかにお坊さんになりたいという思いがあったので、意

自分もこれまでに苦労は沢山有りましたが、自分の為に返って

を決して高幡不動にお願いをしましたが、最初は断れたので

くると思っています。秋山御前様・川澄御前様・杉田御前様、三

す。しかし、秋山御前様の、床屋さんが知り合いで、ご紹介をし

代の御前様に仕えたのは黒川さんと私だけです。私の人生の

て下さいました。そして、秋山御前様と面接をしました。１９歳

歩みであります。高幡不 動の職員として勤めて参りますと共

の春でした。

に、東京飛火野ロータリークラブの一員にさせていただきまし

当時は８８歳でしたが、真言宗智山派総本山智積院トップの秋

たので今後ともお願い申し上げます。

山御前様でしたから眼光鋭く怖かったですが、なんとか自分の
思いを伝え、見習い期間に入りなさいと言われ布団をもって、６

■謝辞

月１４日入りました。この寺は、
１日、
１５日、２８日は午前５時か

■閉会点鐘

ら全員の修行があり、不動堂と大日堂と２時間の修行があり、
朝４時位に起こされ、端に座っていろと言われ２時間、ただ足
の痺れだけ、痛さだけの初日でした。家族やら友達やらに豪語
して寺に入ったので、辛さは体験してみないとわからないと思い
ました。３日位で座るのが辛いと思いましたが、３日が１週間、
１
週間がひと月となり２年ほどたち、一歩を踏み出しました。
大学を出ると同時に、総本山智積院に資格を取りにいきまし
た。秋山御前様の弟子で、本名は純で秋山御前様の祐の字を
賜って祐純となりました。昭和６０年の４月１日から京都の智
積院に行きました。
智積院に行って秋山御前様が偉いって知りました。本堂のお堂
の入口の門柱に秋山御前様の字が書いてありました。当時は
よく知らなかったのです。６１年３月に卒業して翌日から高幡
不動のお坊さんになりました。秋山御前様は平成元年９月に亡
くなりましたので、その後、川澄御前様の弟子になりました。高
幡不動に入ってから、実は秋山御前様より川澄御前様に色々
教わりました。着物の着方、お作法、歩き方、全て川澄御前様
に教えていただきました。川澄御前様が師匠と言っても過言で
はございません。平成７年に薬王院の住職になりました。当
時、栄町は田んぼと寺の森が有るくらいで、川澄御前様と秋山
御前様も薬王寺に住まれていましたが、区画整理で今のよう
な寺になりました。経を読む、説法をするのは出来ますが、字
は勉強しなければ上達しません。私は元々左利きですが、筆は
左では書けないです。
これが追いつきませんでした。
２０代はなかなか字の勉強は
出 来ませんでした。千葉のお
檀家が 亡くなった時に字を書
くことが出来ず、それから反省
して字の勉強をするようにな
りました。恥ずかしい次 元で
は 無い位な思いをしたので、
戻ってからは字の勉 強をしま
した。左手で字を書いていた
事をやめ右手で生活をするよ
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ニコニコメッセージ
小髙俊明さん・・結城祐純様、本日の卓話本当に楽しみです。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
河野和正さん・・当家の藤の花が三分咲きで、来週あたりが見ごろにな
ります、早すぎです。結城様イニシエーションスピーチよろしくお願い
致します。
結城祐純さん・・本日イニシエーションスピーチをさせていただきま
す。よろしくお願いします。
星野幸夫さん・・誕生日のお祝いをありがとうございました。８３歳にな
ります。あと何年生きられるか。気ままに生きていこうと思っています。
本田 誠さん・・孫の入園式でした。
１クラス１４名でした。少子化なので
しょうか？
天野武雄さん・・結城さん卓話楽しみにしております。明日は春の嵐が来
る様です。
平 良信さん・・先日、南平の居酒屋で知らない人が隣に座り、楽しく
話し合いができました。これがあるから酒はやめられないですよネ。
早川忠男さん・・１５日、日曜日に日野消防署防災教室で、消防少年団の
進級・入団式が行われます。１３時からですので宜しくお願いします。
濱田宣郎さん・・桜花から八重桜、サツキの時節となり、天気も爽やか
なサツキ晴れ！この気分を保ちながら諸活動に精出しましょう。
馬場弘融さん・・結城さん、卓話よろしくお願いします。
生沼通男さん・・大谷翔平選手の活躍は素晴らしい。神がかっている
感じです。これからも二刀流頑張れ！！
小島 明さん・・結城会員のイニシエーションスピーチ楽しみにしてお
ります。

出席報告 総数
第1389回 25
第1387回

25

ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席
20
3
2
19

4

本日 30,000円

0

2

出席率
92％
92％

累計 1,175,074円

本年度目標額1,200,000円 達成率97.9％

※今週のメークアップ 藤野さん 水野さん
※先々週の後メークアップ なし
♦トピックス
1.4月10日、横田基地所属の米軍輸送機から、訓練中にパラシュートが市立羽村
三中に落下。
2.4月12日、日野自動車とドイツの自動車大手フォルクスワーゲンはトラック・バ
スなど商用車分野の包括的な提携に向けた検討に入ると発表。
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