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ロータリーを
実践し
みんなに
豊かな人生を

話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に

■司会：
　山本例会運営委員長

■会長報告 野村会長

｢税についての作文｣表彰式に参加して
　中学生を対象とした当クラブの事業で、前年ま
では中学生クイズ大会がありましたが、諸般の事
情で取り止めとなってしまいました。新世代奉仕
委員会の事業が危うくなったので、何か中学生を
対象とした催しが無いのか中條委員長にお願いし
て、探してもらった結果、多摩武蔵納税貯蓄組合
連合会・東村山税務署が主催する｢税についての
作文｣という行事が見つかりました。たまたまそ
の連合会の事務局が赤木会員の事務所であったと
いう事もあり、是非東京東村山ＲＣとして、参加
したい旨を連合会会長へ中條会員から打診しても
らったところ願いが叶って、今年の表彰式から｢東
京東村山ロータリークラブ会長賞｣という賞を新
たに設けてもらいました。去年の12月17日、東村
山市役所の北庁舎に於いて表彰式が開催され出席
して参りました。当日は東村山市長賞以下14の表
彰の受賞者20名と、主催者側として東村山市市長
以下私も含めて11名が列席し、後方には受賞者の
家族がニコニコして20名程着席していました。ま
ずビックリしたのは受賞者中男子はたったの2人!!
連合会全体でも受賞者65名中男子15人でした。ロ
ータリーの交換留学生も圧倒的に女子が多いこの
頃男子のパワーは何処へ行ってしまったのでしょ
うか？ 因みにＲＣ会長賞は、四中3年生の白石早
希ちゃんで、題は｢私達の未来と税｣でした。

■点鐘：野村会長

■国歌：｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
　村田会員

■お客様紹介：
　中丸パスト会長

■幹事報告 石山幹事
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■出席報告 飯田例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 21 0 4 84.62

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：92.31％
■前々会メークアップ者：
　當麻会員：東京東大和ＲＣ
　漆原会員：朝霞ＲＣ

小町パスト会長■ニコニコＢＯＸ

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　八坂神社宮司野口様、本日は卓話よろし
　　　　　　くお願い致します。野崎一重地区米山副
　　　　　　委員長、昨日の分区連絡会での講師ご苦
　　　　　　労様でした。
◆野澤会員：野口先生、本日の卓話よろしくお願いし
　　　　　　ます。

■皆出席：
　樺澤会員(17回目)

■ご結婚祝月：
　石山会員、北久保会員
　中條会員

■会員誕生祝月：
　野澤会員、町田会員
　中條会員

■令夫人誕生祝月：
　山本会員

本日のニコニコ合計：   31,000円
　　累　　　計　　：  969,324円

■ガバナーエレクト事務所：
　2014～15年度ＰＥＴＳの案内の受理
　2014年3月18日　13:30～
　於　池袋ホテルメトロポリタン
■ガバナー事務所：
　2013～14年度ＲＩ第2580地区 地区研修協議会開催
　の案内
　2014年4月15日(火)　13:00～
　於　ロイヤルパークホテル(日本橋)
　出席者　次年度会長・幹事・次年度五大奉仕委員長
　　　　　次年度Ｒ財団委員長・次年度米山奨学委員長
　　　　　次年度地区委員
■米山奨学委員会：
　地区に米山奨学委員会の案内について
　2014年2月20日(木)　11:45～
　於　京王プラザホテル
■青少年奉仕委員会：
　｢青少年(新世代)奉仕ガイドブック｣掲載原稿のお
　願いについて
　原稿締切：2014年3月3日
■東京福生ロータリークラブ：
　創立45周年記念例会の案内の受理
　2014年3月26日(水)
　記念例会　16:30～
　懇 親 会　18:00～
　登 録 料　10,000円
■東村山市教育委員会：
　東村山市いのちとこころの教育週間｢心豊かな子ど
　もの成長を願う市民の集い｣開催に伴う後援名義使
　用について
　2014年2月2日(日)　13:00～
　於　東村山市立中央公民館ホール
■東海大学菅生高等学校第29回卒業式の案内の受理
　2014年3月7日(金)　10:00
　於　本校体育館
■例会日変更：
　那覇北ＲＣ例会日変更
　2014年3月より火曜日→木曜日
■回覧：
・税のみちしるべ
・武蔵野女子学院ニュースレター
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■卓話者：
　八坂神社宮司
　野口好久様

　ただいまご紹介にあずかりました、八坂神社宮司
の野口好久です。どうぞよろしくお願いいたします。
先ほど話しにあったとおり、平成18年に父がなくな
りまして8年になりますが、宮司として八坂神社の歴
史ですが、神社の神主ですが、講話が多いんです。
神社の神主というのは講話をする機会が少ないので、
話下手であったり口が回らなかったりいたします。
　当八坂神社の歴史についてですが、よく神社など
では建立が何年という記録が残っていますが、当神
社はそれが消失しており、存在しません。まず日本
全国にどれぐらい神社、寺が存在するかというと、
宗教法人登録をしておりますので、その数でいくと、
神社もお寺も約8万づつ存在しています。
　また、お寺と神社の違いについての質問も多くあ
りますので、その辺についてですが、お寺に関して
は8万に対して僧侶やお坊さんは22万人ほどいると言
われています。それに対して神社は神主になるので
すが、8万に対して神主が2万1千人になります。これ
の違いは、経営のあり方の問題となります。
　神社の場合、その神主がそれだけを生業として生

■卓話

■卓話者紹介：野澤会員

■中丸会員研修副委員長

　ロータリーの友からの記事のご紹介です。前ＲＩ
田中会長からのお話が載っておりますので、ご一読
ください。
　ＲＩ人頭分担金というのがとられておりますがこ
の人頭分担金の使われ方が載っております。
　右開きのページでは平和ということでＮＰＯ法人
カンベンガーマリールイズさんとうルワンダの教育
を考える会の会長という女性の記事が載っております。
日本にも理解がある方で我々もこういったルワンダ
のことを考えなくてはならないのではないかと考え
させられる記事でありますのでご一読ください。
　ライオンズクラブからロータリークラブに移った
方の双方クラブの差についての記事が載っており、
大変おもしろいと思いますので皆様も読んでいただ
けたらと思います。

■歩こう会
　小町パスト会長

　4月12日、東村山駅西口に集まりいただいて、国分
寺のお鷹の道を歩いてみたいと思いますので、詳細
は後日連絡いたします。
　多くの参加をよろしくお願いいたします。

　本日の卓話をお願いしました、野口先生をご紹介
します。
　後で話しがあると思いますが、この八坂神社は古く、
おつきあいのある方も多くいらっしゃいます。私的
なことになりますが、我が幼稚園の園長室に親父が
創立者で、初代園長野口ヨシフル先生とちょうど先
生のおじいさんに当たる方、写真が掲げてあります。
　昭和49年4月に幼稚園を開園した頃、ちょうど父が
市会議員に世話になっており、その時に教育長を長
くされていた、野口ヨシフル先生がちょうど任期を
退任されてまもなくのころでした。そんな関係があ
って、園長をお願いしたいということで快くお引き
受けいただき15年ほどやっていただきました。私も
そのおじいちゃんのころのそのおつきあいから、お
父さんが平成18年2月にお亡くなりになりました。
　おじいちゃんの野口ヨシフル先生は90才を過ぎた
長命だったのですが、残念ながらお父さんに関しては、
69才でなくなってしまいました。そのような訳でお
父さんの後を引き継ぎまして、この神社の宮司さん
をやっておられます。

　昨年の3月7日に卓話で松岡さんというＮＰＯ法人
の方でカンボジアの学校、病院、井戸を寄付してい
る方に来ていただきました。中丸会長と私と井戸を1
本ずつ寄付させていただきました。
　皆さんの寄付をいただき1本25000円で4本分計
100000円集まりましたので、すぐに送金させていた
だきました。
　4月にカンボジアに行ってきますので、しっかりと
状況視察してまいります。
　また、その後皆様にご報告をさせていただきます。

■相羽国際奉仕委員長

■委員長報告
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■閉会点鐘：野村会長

■第8回(2月度)理事・役員会

2014年2月6日(木)
於　八坂神社　会議室　11:30～12:10

【議　　題】
1.1月の収支明細報告について
　　金子会計より、１月の収支報告がありました。
　野村会長より、田中クラブ管理委員長の代理で、
　昨年のクリスマス家族親睦移動例会の収支明細の
　提出がありました。
　→承認されました。

2.東村山市いのちとこころの教育週間｢心豊かな子ど
　もの成長を願う市民の集い｣開催に伴う後援名義の
　使用について
　　野村会長より、すでに2月2日(日)開催された｢心
　豊かな子どもの成長を願う市民の集い｣においてロ
　ータリークラブが後援しておりますが、後援願い
　の事務局への郵便到着が2月2日となっており、事
　後承諾となりました。山本会員が依頼等の郵便物
　をもっと早く送付してもらうよう、市役所社会教
　育課に出向くことになりました。
　→承認されました。

活をしていくことはほとんどあり得ません。さきほ
どの紹介でもありましたが、園長などをして神主と
しても行っていっていた訳で、神主だけの収入では
生活ができないというのが実際のところになります。
地域的なものはあるかと思いますが、ほどんどは兼
業されております。大きな神社では、神主以外に複
数の人が存在する大きなところもありますがこれは
例外として、都内の実情を見ると、ケースが違い、
土地を貸したりして不動産の収入がある場合がほど
んどです。お寺の場合はお墓を持っておりますので、
檀家さんからの使用料などの収入を生業としていま
すので、神社に比べそういった大きな収入があります。
こういった違いがありますので、理解いただけると
幸いです。
　八坂神社を説明すると歴史を含めて説明しないと
いけないですが、八坂神社という名前は明治からあ
ったものですが、それ以前は天皇宮ですとか祇園舎
という名前になっております。これは江戸よりも前
です。夏の例大祭ではそのお祭りの名前は天皇祭と
いう名前で行っています。これは牛頭天皇という神
様を祀っているのですが、牛頭天皇というのは仏教
色が強く元々はインドの神様と言われていまして、
お寺を守護する神様というのが特徴です。正福寺と
いう寺が東村山にありますが、もともと正福寺の境
内に八坂神社があり、さきほど消失したと言ったの
は正福寺が燃えてしまったので、そのときに記録が
なくなってしまったということです。正福寺が建立
したとき1270年かそれ以降に建立されたので、それ
にあたって守護する神社ということで八坂神社が建
立されたということになっております。その後に
1407年に地蔵堂が建てられていますが、その時に一
緒に建立したのではないかと推測されています。正
福寺ですが、これも鎌倉から室町の時代です。その頃、
東村山も川越から鎌倉までの宿場町となっていまし
たので、有名なのは新田義貞が鎌倉に攻め込む時に、
宿場として泊まったところではないか、また戦場地
になったところではないかということで、その戦死
者を弔うためにこの地域には正福寺をはじめとする
お寺がたくさん建てられたということです。まさに
これに関連してこのころ一緒に建立されたのではな
いかと言われています。
　仏教色が強いため、もともと建てられた時には神
主は不在の状態でした。鎌倉室町時代までは正福寺
の住職が神主を兼務しておりました。お坊さん＝神
主さんだったわけです。なので正福寺の住職が天皇
寺祇園舎の宮司であったとなっています。なので明
治時代で神仏分離するような命令があり、仏教と神
道はわけるということで、兼務しなくなったわけで
すが、1868年の明治から20年間は宮司不在の時代が
ありました。というのは私は四代目で私の曾祖父で
初代野口はちごろうといいますが、慶応2年生まれで
125年東村山村、その時期に神主いないのはどうか、
その時に召喚されて芋窪から引っ越してきて八坂神
社の神主を務めるということになりました。経営的
に神社一つで生活するのは難しい時期でしたので、
曾祖父のはちごろうも教師でありましたので、兼務
をしておりました。曾祖父のはちごろうは昭和15年
74才まで神主をしていまして、その後に継いだのが
先ほど話がありました、私の祖父であります野口ヨ
シフルが二代目の宮司になり、その後三代目私の父
と私で四代目となります。

　お寺と神社がくっついたというのは日本にまだた
くさん存在しまして、有名なところは日光東照宮で
東照宮といっていますが殆どの敷地はお寺さんで、
観光で見てるものだけがお宮さんで周りにいる方は
ほとんどお坊さんがいるところです。なんとか宮と
言っているところはもともと仏教色が強いお宮さん
があります。なんとか神宮という名前はもともと皇
族直属のところになります。
　牛頭天皇をお祀りしているということで、今は牛
頭天皇という名前では説明していませんで、八坂神
社のご祭神は素戔嗚尊ということになっています。
素戔嗚尊と牛頭天皇とは同格神として、もともと災
いを払う神様ということになります。
　八坂神社の建物は平成になって建て直しています。
府中街道の車線拡張の工事にともなって、東京都の
計画により土地を譲ってほしいという話があり、こ
れを了承し、そのお金で平成2年建て直しをしたとい
うのが今のものです。
　基本的にお正月と夏の例大祭が一番の行事となっ
ています。
　以上ですが、当八坂神社の歴史となりたちなどに
なります。
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3.宜野湾ＲＣとの地区大会での懇親会について
　　石山幹事より、2月19日(水)に行われる地区大会
　において、宜野湾ＲＣのメンバーとの懇親会(2次
　会)が行われますが、宜野湾から10名ほどの出席に
　ついての費用(約6200円×10人分)を宜野湾友好費
　より拠出することにいたします。
　→承認されました。

4.入会予定者　西河 博史さん承認について
　　石山幹事より、山宮会員の転勤に伴い、後任の
　新支店長、西河博史さんの推薦状をクラブ細則第
　11条第1節に則り今回の理事会に提出し、第2節に
　則り職業分類並びに会員資格の条件を満たしてい
　るかの確認をしていただき、第3節に則り、承認を
　お願いしました。(推薦人：野村会長・山宮会員)
　→承認されました。

5.今年度親睦旅行について
　　野村会長より、今年度親睦旅行は村越会員並び
　に田中クラブ管理委員長のもとで、5月15日・16日
　に気仙沼に行くことが予定されております。宿泊
　予定ホテルはロータリークラブの会員企業です。
　まだ本決定ではありませんが理事・役員の皆さん
　には日程の確保のために先にお知らせしておきます。
　→承認されました。

6.名古屋守山ＲＣ創立50周年記念式典参加について
　　野村会長より、4月16日に行われる名古屋守山Ｒ
　Ｃ創立50周年記念式典参加について、10名の参加
　目標で出欠の確認を今月中には確定し、先方に確
　定数を早めに報告したいとのことでした。
　→承認されました。

7.国際奉仕委員会より
　　相羽国際奉仕委員長より、皆様からお預かりし
　たカンボジア井戸への寄付金100000円(井戸4本分
　相当)の送金完了の報告と、前回個人で寄付した井
　戸の完成した写真を本日の例会で回覧するとの報
　告がありました。
　→承認されました。

8.青少年奉仕委員会より
　　中條青少年奉仕委員長より、先日とり行われた、
　中学生税の作文における表彰式の様子が｢週刊、税
　のみちしるべ｣に掲載されておりましたので、本日
　の例会にて回覧するとの報告がありました。
　→承認されました。


