４．９月８日に行われました、日本青年会議所北海道地区大会北見大会に出席しましたことをご報告させて頂きます。
５．10月の例会変更のお知らせ
・10月11日（金）北見東ＲＣ 特別休会
会場：北見赤十字病院
・10月23日（水）北 見ＲＣ 職場移動例会
・10月24日（木）北見西ＲＣ 家族同伴味覚夜間例会 点鐘：18時 会場：ホテル黒部
・10月30日（水）北 見ＲＣ 特別休会
・10月31日（木）北見西ＲＣ 特別休会

北 見 ロ ー タリー ク ラ ブ 週 報
●創立/1937年9月30日 ●事務所/ナシオビル ☎25-2824 ●例会日/毎週水曜日 ●例会場所/ホテル黒部

委員会報告
クラブ会報・広報・雑誌委員会＆ゴルフ同好会委員 森本会員
本日のレターボックスに、第６回北見ＲＣゴルフコンペ最終回のご案内をさせて頂きました。
９月28日（土）12時半スタートと
なりますので、奮ってご参加を宜しくお願い致します。最終回は会長杯ということもございまして、長屋会長より１万円の協賛を
頂いております。

HPアドレス http://www.kitamirc.jp
第 3260 回例会・2019 年 9 月 18 日

2019〜2020年度国際ロータリーテーマ

本日のプログラム

「北見ＲＣ創立記念夜間例会」

『ロータリーは世界をつなぐ』

誕生記念
結婚記念

R . I . 会長 マーク・ダニエル・マローニー

司 会 帰山親睦活動委員長
ロータリーソング 我等の生業
ゲ ス ト 清里ＲＣ 河口 高 様
会長挨拶 長屋会長

皆さんこんにちは。本日は清里ＲＣから河口幹事様がお越しになっておりまして、11月に開催されます
それと、
本日の卓話でございますが留辺蘂ＲＣの髙田有修
（ゆうしゅう）
清里ＲＣ50周年記念へのＰＲでございます。
さんでございます。名前が素晴らしく生まれた時から優秀（ゆうしゅう）なんだと思いますが…（髙田「いいえ、
途中からでしてお坊さんになってから改名致しました」
（笑））私も
「憲明」
と言う名前ですがパッとしませんで、
今日から
「憲明の呼び方をケンメイ」にしようかなぁ〜と考えています。何事にも一生懸命「ケンメイ」
とか
賢明
「ケンメイ」
な判断であるとかケンメイの呼び名にした方が全ての言葉がプラス方向で今よりか大成する
のではないかと思います。
これは帰山会員、何か連想されますか？
本日は何の日か皆さんご存知でしょうか〜？９月11日と言えば911ですね。
2001年のアメリカで
（帰山「ハイ、
え〜と、、
ポルシェですか？」）
その答えは素晴らしい感性です。でも実はそのことではないのです。
起きました同時多発テロ（ビルに飛行機がぶつかって3000人もの方が亡くなった事件）が18年前の今日９月11日なんです。
実は、
アメリカ同時多発テロ
あの痛ましい事件がまだ皆様方の記憶にも新しいとは思いますが、
あれから18年もの歳月が流れました。
よりもっと前、1973年、今から46年前に遡りますがチリ・クーデターと言う大統領を決めるのに政府軍と左翼系ラテンアメリカ人
私は何故か、
とがぶつかり、
多くの人達が拷問・殺害された大事件が起こった訳でございます。
それも1973年９月11日でございました。
この911と言う数字が何かに付けて意味がある数字なのかと思う訳であります。何故９月11日だったのか…たまたま偶然なのか
消防にする場合
諸説色々ありますがハッキリした事は分かってない訳であります。
まだまだあります。
日本は警察に電話する場合110番、
119番です。
アメリカは緊急通報電話911です。
レスキュー911と言う番組もありますが、
やはり何故か911と言う数字なのであります。
９が終わりを意味する数字で、
１は始まりを意味する数字でありますが、
恐らく、
テロにしてもクーデターにしても一度今を終わらせて
新しい自分達の世界を作るって意味合いで911、つまり９月11日だったのかなぁ〜と私なりに推測する訳でございます。
今日は、911の数字にまつわる話をしまして会長挨拶と致します。
それでは１時間楽しんで下さい。有り難うございました。

清里ＲＣ

河口幹事

今回この50周年を迎えるにあたりまして、
私は何をやろうかなといった時に、
残念ながら…経験年数はロータリー
23年になりますが、
なかなか充分なロータリアンではなかったかなと思いながら、
その中で一番フットワークが
いいだろうということで幹事の役をやらせて頂くことになりました。
今なかなか十分なことが出来ないのですが、
お陰様で皆さんの
勉強しながら務めさせて頂きたいと思います。
そこで私共は10月８日をもって50年となります。
ご指導と温かく見守って頂いた成果かなと思っております。
本当にありがとうございます。
時にこの北見クラブさん、私共も初めてお邪魔致しました。先程会長からお話頂いたように、私もメークアップは斜里近郊しか
行ったことが無いので非常に緊張しております。でも本当に温かく迎えて頂いてありがとうございます。
この北見クラブのことを少し
勉強させて頂いた時に、
ここは矢張り５分区の根っこなんだろうと思っております。私共も一つでもこの50年を境にして、皆さんの
ご指導を頂きながら、
また温かく見守って頂いたことを大事にしながら、更に進んでいきたいと思います。
２時からになります。北見からは遠いのですが、是非いらして下さい。楽しんで頂ければと
創立50周年記念式典は11月10日、
思います。私共の町は会場に不自由な部分がありまして、皆さんに充分なおもてなしは出来ないかなと心配はしているのですが、
クラブ会員29名、精一杯皆さんをおもてなししたいと思いますので、是非宜しくお願い致します。

幹事報告

藤澤会員・桑原会員・越膳会員・
青山会員・小林会員・金田会員・
松島会員・梅津会員

入会記念 中村会員・岡村会員
ニコニコＢＯＸ

第 3259 回例会（９月 11 日）の記録

清里ＲＣ創立50周年記念式典について

越膳会員・小原会員・石輪会員

潮田幹事

１．地区大会にご登録頂いた皆様ありがとうございます。宿泊先、また配車の乗り合わせ、２次会、
３次会のご案内文を近日中に配布致しますのでご確認をお願い致します。
２．会員の皆様でマイロータリーにご登録されていない方がいらっしゃいましたら、登録に必要な
個人のID番号は事務局の方にございますので、是非インターネットでご登録をお願い致します。
今年度のガバナーの方針にもなっておりますので、宜しくお願い致します。
３．清里ＲＣの50周年記念式典でございますが、今５名の参加を頂いております。もう少し大人数で行きたいと思います
ので、ご協力頂ける方は宜しくお願い致します。

「知らずて語れず！」ロータリーを学び、ロータリーを語り、ロータリーを楽しみ、そしてロータリーに誇りを持とう！

地区ガバナー

吉

田

潤

司

鴨下会員〜第19回ブルームボールの集い成功裏に終わることが出来ました。ありがとうございます。
小原会員〜８月末、北海道新聞オホーツク版にて、
トレイルランニングをやっている次男を取り上げて頂きましてありがとうござい
ました。
その翌日、
フランスのモンブランで開催された距離171㎞、
標高差１万m、
参加者2,300人のトレイルランの世界
最高峰の大会で８位入賞となりました。日本人として７年振りの３度目の快挙と報道されて大変嬉しく思っております。
河口 高様〜50周年お待ちしております。

ゲスト卓話

プログラム

「こんぴらさんについて」
宗教法人金毘羅霊院

代表役員

髙田

有修 様

こんぴらさんと言えば、四国讃岐国琴平というところなのですが香川県にあります。香川県に琴平という町があって、
金刀比羅宮は千段の階段を登っていくとこの建物があるというのが「こんぴらさん」と言われているところでございます。
『さぬきのこんぴらさん』とは実は金刀比羅宮（ことひらぐう）という名前なのです。そもそもの開山は諸説ありますが、
四国善通寺…四国八十八ヶ所の第七十五番札所なのですが、
そこの当時の宥盛上人自身の隠居として建立したと
おおよそ700年前、
伝えられていて、改装当時の寺名を松尾寺金光院と言い、その守護神としてこんぴらさんを祀ったのが始まりであるというのが、
こんぴらさんの始まりと言われています。明治の初め、
こんぴらさんは神さん仏さんを両方お祀りしていたので、
どっちかに決めなさい
という廃仏毀釈という法律が出来ました。当時は真言宗の寺院だったのですが、
おたくのところはこんぴらさんという神さんをお祀り
しているので、神社になるのが本当だろうという風に言われまして、
その時に裁判を起こしたのですが負けています。
それで
『ことひら
ぐう』
という神社にして、当時のお寺は無くなってしまったということなのです。現在四国讃岐国金刀比羅宮の本尊は大物主命と
崇徳天皇というのがご本尊でございます。
こんぴらさんというのは、
実は全く無いのが実情なのです。
500年位前の四国のこんぴらさん
のところですが、一番上から見て頂きますと、奥は今は殆どの皆さんが行かない場所なのです。
何故北海道でこんぴらさんと言われているのかと言いますと、当時の住職が北海道に回向すべしというお告げを受けて、当時の
こんぴらさんの私達のお寺の開祖だった人が北海道に移そうというような話になりました。それが現在の洞爺湖なんですね。
その時に有珠山にこんぴらさんがあったのですが、
噴火でお堂が壊れてしまって、
一大リゾート地
明治43年に有珠山が噴火しています。
というのがダメになったっていうのがこの時代でございます。
この噴火によって洞爺湖湖畔で温泉が吹き出るようになったと言われています。
私のお寺は火祭りと言って、毎年9月の第一土・日に火のお祭りをやっています。本堂の中で護摩っていうのを焚いて、中でお参り
させて頂いています。外でも火を焚いて、薪をくんで、
この薪に火をつけて、火をあげているのです。
『ひぶせ』
という熱くない行法を
行って、炭の上を渡って頂くというようなことをさせて頂いています。
こんぴらさんが続いているからこそ、
こういうことが出来るのかなと
思っておりますし、
こういうことをやっているのは道内でも２、
３箇所しかないのです。

出席報告 小池出席委員長
出席報告 例会日
計 算 式
確定
８／28
本日
９／11
【次回９月25日】

会員総数 出席免除 総出席計算数 例会出席免除者 事前メークアップ 事後メークアップ 確定計算出席数 出席率
C
D
E
F
C＋E＋F C＋E＋F/(A−B)
A
B
＋D×100
40
5
2
2
44
60
7
75.862％
42
4
1
−
43
60
7
75.439％

ゲスト卓話

「ＰＴＡの役割と今後について」
北見市ＰＴＡ連合会

編集後記

会長

吉田

朝晩はめっきり寒くなって参りました。季節の変わり目、くれぐれもご自愛ください。

哲様
（Ｉ.Ｍ）

ガバナー月信とは

2019〜2020年度

北見Ｒ.Ｃ.活動方針

ロータリーに誇りを持ち行動する
2019〜2020年度

北見ＲＣ

●会長／長屋

憲明

ガバナーは重要な任務として毎月地区内のクラブ会長と幹
事宛に月信を発行します。月信は、地区内クラブのその月
の会員数と出席報告、そして特に関心も高く重要な事項を
直接公式に伝達します。

●幹事／潮田

豊

●週報編集／柏尾

典秀

