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2015 年 2 月 19 日　第 2591 回 例会
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『我らのならわい』

◇ 四つのテスト唱和

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　三浦市教育委員会 文化スポーツ課　飯島　重一 様

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp
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 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様、こんにちは。先週

は休会で二週間ぶり例会で

すね。　先々週は（株）ミッ

ドフィルダー代表取締役　

鈴木将太様にお出で頂きま

した。元プロサッカー選手

で複数のチームに所属され

た経歴の方ならではのお話

を聞くことができ、凄く楽

しい卓話でした。

　そしてプロ選手の本当の現実をお話下さり、そ

の厳しさに驚かされました。卓話自体の時間は短

かったものの、我々の知らない世界を知りたかっ

たのでしょうか、たくさんの質問が会員から出て、

あっと言う間に例会終了の時間になってしまいま

した。三浦の活性化も考えて下さっていて、若く

パワフルな鈴木さんに是非下町活性化の力になっ

て頂きたいと思います。　

　16 日に三役会が南西クラブで行われました。

先日、星野・鈴木康仁さんと私の書いたロータリー

紹介の 1分間スピーチの原稿が第一グループ全部

で 28 通で、集計され冊子になり、一位から三位

まで賞状が贈られるそうです。

IM の準備も進んで来ました。素晴らしいパンフ

レットもほぼできてきました。秋本さんにはお忙

しい中、作って頂きありがとうございました。文

章が素晴らしく、秋本さんの文才に驚いてしまい

ました。

　先日、横須賀クラブの佐久間会員から連絡があ

り、IM 当日に米山奨学生のオリエンテーション

をマホロバで行い、その後の講演会と懇親会にも

出席し第一グループのメンバーと懇親を深めたい

との要望がありました。鈴木ガバナー補佐にマホ

ロバと交渉して頂き大きな会場が取れました。オ

リエンテーションが 70 名、講演会と懇親会が約

40 名と大分人数が増える事になりました。

　今日は三を浦市教育委員会の飯島重一様にお出

で頂きました。後ほど卓話をお願いしてあります。

今日も宜しくお願いします。

新入会員紹介　吉野 哲 会員（横浜銀行 三崎支店長）
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・鈴木正孝　飯島さん、よろしくお願いします。

・高木　巌　今日の卓話を、教育委員会文化スポーツ

　課の飯島様にお願いしました。。

・星野　雄　久しぶりの良い天気で暖かですね。

　教育委員会飯島様、本日卓話よろしくお願い致します。

・鈴木康仁　IM が近づいて来ました。

　委員会の皆様、よろしくお願い致します。

　飯島様、本日は卓話楽しみにしています。

・笠倉正弘　鈴木会長、3/1のマラソン、ガンバッテ下さい。

・長瀬六朗　飯島様、卓話楽しみにしております。

・吉野　哲　よろしくお願い致します。

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 8,000 円    316,000 円 324,000 円
財      団 2,000 円    55,000 円 57,000 円
ポ  リ  オ 0 円   33,000 円 33,000 円
米　　山 1,000 円   39,500 円 40,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 11,000 円   445,500 円 456,500 円

 出席報告　藍田 和男 会員　
・会員総数：26 名

　本日出席：13 名　欠席：12 名

　出席率 52%

・MAKE UP　

　鈴木正孝、芹川直行、松崎貞男

　高木　巌（理事会）

　鈴木正孝、鈴木康仁、土田成明

　秋本清道（横須賀南西 RC 例会

　　　　　及び第 1グループ三役会）

により、出席率は 100％となります

　

　三浦半島には、武山初不動

や淡島様、三浦富士の山開き

のような庶民信仰の場として

の年中行事があり、様々な願

いを求め、沢山の参拝客が

あった。これらの行事は、人々

にとって、庶民信仰の機会で

あり、楽しみの一つでもあっ

た。また、地域ごとに行って

いるオンベ焼きや三戸のオショロ流し、そして、家々

で行っている正月、節分、初午、桃の節句、端午の

節句、お盆、十五夜、十三夜などの年中行事は、私

達の暮らしに密接な関わりを持ち、受け継がれてき

た。しかし、今日の急激な社会情勢の変化とともに、

庶民信仰への関心は薄れ、家々で行われていた行事

も、いつのまにか私たちのくらしの中から忘れ去ら

れて行った。

　祖先から受け継がれてきた庶民信仰の場や家々の

行事、慣習を大事にし、できる限り参拝する機会を

作り、そして、昔ながらの行事を受け継いで行きた

いと思う。

　卓話で紹介した中から、幾つかの年中行事を掲載

させていただく。

＊ガバナー月信

＊第７回新会員の集い登録の御願い

＊新会員集い開催に先立つ

　　①クラブアンケート　②新会員アンケート

＊職業奉仕活動調査票

＊次年度公共イメージセミナー開催案内

＊ロータリー財団年次報告及び

　　　　　　　　　ロータリーカード加入促進依頼

＊ハイライトよねやま

＊３月例会案内　横須賀ＲＣ，横須賀北ＲＣ

週報　横須賀ＲＣ，横須賀北ＲＣ，横須賀西ＲＣ，

　　　鎌倉大船ＲＣ、鎌倉中央ＲＣ

＊三浦ＬＣ　５０周年式典案内

＊三浦市社会福祉協議会評議員会開催案内

 幹事報告　　 卓話　＜三浦半島の年中行事＞飯島　重一 様　　

 卓　話　　三浦半島の年中行事
三浦市教育委員会 文化スポーツ課　飯島重一様
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１．武山初不動

　　武山不動尊は江戸時代からすでに地元の人々が

　家族ぐるみで参拝したのはもとより、江戸方面か

　らの善男善女も参拝に訪れていた。山頂にある龍

　塚山不動院持経寺の本尊である不動明王の御開帳

　の１月 28 日の「初不動」には、長沢、津久井、　

　武方面から202ｍの山頂を目指して人々が参拝し、

　それぞれの願いのお札を求めるなど、沢山の人に

　親しまれて来た。

２．淡島様

　　芦名の淡島神社は近世初頭に、三浦方面へ集団

　でやってきた紀州加田方面の人々が、郷土の風習

　とともに持ちこんだ分社である。

　　淡島様は、住吉明神の后（きさき）が帯下の病

　があるために、粟島に流されたという故事にのっ

　とり、船形に雛人形をのせて流す行事がおこなわ

　れている。また、安産祈願のため「底抜け柄杓」

　を奉納している人もいる。

３．三浦富士の山開き

　　この頂上に津久井浅間神社の奥の宮が祀られて

　いる。毎年７月８日には、先達による加持祈祷　

　が行われ、近郷近在より家内安全、大量祈願、海

　上安全のお札を求め参拝する人がいる。

　昔は、「富士講」と称する富士信仰の集団が三浦

　半島の各地にあり、三浦富士への参拝もあったが、

　高齢化とともにその多くは消滅してしまっている。

４．三戸のオショロ流し

　　オショロ流しは毎年８月 16 日の朝、三戸の神

　田、北、谷戸上の三つの地区ごとに行なわれる。

　オショロブネと呼ばれる大きな藁船に乗せ、三戸

　海岸から集団で送り出す行事で、「セイトッコ」　

　と呼ばれる少年達の年齢集団によって伝承されて

　きた。

　16 日の朝、オショロブネが作られると家々のお

　精霊様を乗せ、五色の旗や御幣などで華やかに飾

　り付け、「セイトッコ」によって、沖近くまで泳

　いで曳いて行き、祖先の霊を海の彼方に送る。
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 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様、こんにちは。先週

は休会で二週間ぶり例会で

すね。　先々週は（株）ミッ

ドフィルダー代表取締役　

鈴木将太様にお出で頂きま

した。元プロサッカー選手

で複数のチームに所属され

た経歴の方ならではのお話

を聞くことができ、凄く楽

しい卓話でした。

　そしてプロ選手の本当の現実をお話下さり、そ

の厳しさに驚かされました。卓話自体の時間は短

かったものの、我々の知らない世界を知りたかっ

たのでしょうか、たくさんの質問が会員から出て、

あっと言う間に例会終了の時間になってしまいま

した。三浦の活性化も考えて下さっていて、若く

パワフルな鈴木さんに是非下町活性化の力になっ

て頂きたいと思います。　

　16 日に三役会が南西クラブで行われました。

先日、星野・鈴木康仁さんと私の書いたロータリー

紹介の 1分間スピーチの原稿が第一グループ全部

で 28 通で、集計され冊子になり、一位から三位

まで賞状が贈られるそうです。

IM の準備も進んで来ました。素晴らしいパンフ

レットもほぼできてきました。秋本さんにはお忙

しい中、作って頂きありがとうございました。文

章が素晴らしく、秋本さんの文才に驚いてしまい

ました。

　先日、横須賀クラブの佐久間会員から連絡があ

り、IM 当日に米山奨学生のオリエンテーション

をマホロバで行い、その後の講演会と懇親会にも

出席し第一グループのメンバーと懇親を深めたい

との要望がありました。鈴木ガバナー補佐にマホ

ロバと交渉して頂き大きな会場が取れました。オ

リエンテーションが 70 名、講演会と懇親会が約

40 名と大分人数が増える事になりました。
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・鈴木正孝　飯島さん、よろしくお願いします。

・高木　巌　今日の卓話を、教育委員会文化スポーツ

　課の飯島様にお願いしました。。

・星野　雄　久しぶりの良い天気で暖かですね。

　教育委員会飯島様、本日卓話よろしくお願い致します。
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　委員会の皆様、よろしくお願い致します。
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いを求め、沢山の参拝客が
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　祖先から受け継がれてきた庶民信仰の場や家々の

行事、慣習を大事にし、できる限り参拝する機会を
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１．武山初不動

　　武山不動尊は江戸時代からすでに地元の人々が
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　親しまれて来た。

２．淡島様
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　でやってきた紀州加田方面の人々が、郷土の風習
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　　淡島様は、住吉明神の后（きさき）が帯下の病

　があるために、粟島に流されたという故事にのっ

　とり、船形に雛人形をのせて流す行事がおこなわ

　れている。また、安産祈願のため「底抜け柄杓」

　を奉納している人もいる。
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　昔は、「富士講」と称する富士信仰の集団が三浦

　半島の各地にあり、三浦富士への参拝もあったが、

　高齢化とともにその多くは消滅してしまっている。

４．三戸のオショロ流し

　　オショロ流しは毎年８月 16 日の朝、三戸の神

　田、北、谷戸上の三つの地区ごとに行なわれる。

　オショロブネと呼ばれる大きな藁船に乗せ、三戸

　海岸から集団で送り出す行事で、「セイトッコ」　

　と呼ばれる少年達の年齢集団によって伝承されて

　きた。

　16 日の朝、オショロブネが作られると家々のお

　精霊様を乗せ、五色の旗や御幣などで華やかに飾

　り付け、「セイトッコ」によって、沖近くまで泳

　いで曳いて行き、祖先の霊を海の彼方に送る。
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2015 年 2 月 19 日　第 2591 回 例会
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『我らのならわい』

◇ 四つのテスト唱和

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　三浦市教育委員会 文化スポーツ課　飯島　重一 様

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp
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 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様、こんにちは。先週

は休会で二週間ぶり例会で

すね。　先々週は（株）ミッ

ドフィルダー代表取締役　

鈴木将太様にお出で頂きま

した。元プロサッカー選手

で複数のチームに所属され

た経歴の方ならではのお話

を聞くことができ、凄く楽

しい卓話でした。

　そしてプロ選手の本当の現実をお話下さり、そ

の厳しさに驚かされました。卓話自体の時間は短

かったものの、我々の知らない世界を知りたかっ

たのでしょうか、たくさんの質問が会員から出て、

あっと言う間に例会終了の時間になってしまいま

した。三浦の活性化も考えて下さっていて、若く

パワフルな鈴木さんに是非下町活性化の力になっ

て頂きたいと思います。　

　16 日に三役会が南西クラブで行われました。

先日、星野・鈴木康仁さんと私の書いたロータリー

紹介の 1分間スピーチの原稿が第一グループ全部

で 28 通で、集計され冊子になり、一位から三位

まで賞状が贈られるそうです。

IM の準備も進んで来ました。素晴らしいパンフ

レットもほぼできてきました。秋本さんにはお忙

しい中、作って頂きありがとうございました。文

章が素晴らしく、秋本さんの文才に驚いてしまい

ました。

　先日、横須賀クラブの佐久間会員から連絡があ

り、IM 当日に米山奨学生のオリエンテーション

をマホロバで行い、その後の講演会と懇親会にも

出席し第一グループのメンバーと懇親を深めたい

との要望がありました。鈴木ガバナー補佐にマホ

ロバと交渉して頂き大きな会場が取れました。オ

リエンテーションが 70 名、講演会と懇親会が約

40 名と大分人数が増える事になりました。

　今日は三を浦市教育委員会の飯島重一様にお出

で頂きました。後ほど卓話をお願いしてあります。

今日も宜しくお願いします。

新入会員紹介　吉野 哲 会員（横浜銀行 三崎支店長）
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・鈴木正孝　飯島さん、よろしくお願いします。

・高木　巌　今日の卓話を、教育委員会文化スポーツ

　課の飯島様にお願いしました。。

・星野　雄　久しぶりの良い天気で暖かですね。

　教育委員会飯島様、本日卓話よろしくお願い致します。

・鈴木康仁　IM が近づいて来ました。

　委員会の皆様、よろしくお願い致します。

　飯島様、本日は卓話楽しみにしています。

・笠倉正弘　鈴木会長、3/1のマラソン、ガンバッテ下さい。

・長瀬六朗　飯島様、卓話楽しみにしております。

・吉野　哲　よろしくお願い致します。

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 8,000 円    316,000 円 324,000 円
財      団 2,000 円    55,000 円 57,000 円
ポ  リ  オ 0 円   33,000 円 33,000 円
米　　山 1,000 円   39,500 円 40,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 11,000 円   445,500 円 456,500 円

 出席報告　藍田 和男 会員　
・会員総数：26 名

　本日出席：13 名　欠席：12 名

　出席率 52%

・MAKE UP　

　鈴木正孝、芹川直行、松崎貞男

　高木　巌（理事会）

　鈴木正孝、鈴木康仁、土田成明

　秋本清道（横須賀南西 RC 例会

　　　　　及び第 1グループ三役会）

により、出席率は 100％となります

　

　三浦半島には、武山初不動

や淡島様、三浦富士の山開き

のような庶民信仰の場として

の年中行事があり、様々な願

いを求め、沢山の参拝客が

あった。これらの行事は、人々

にとって、庶民信仰の機会で

あり、楽しみの一つでもあっ

た。また、地域ごとに行って

いるオンベ焼きや三戸のオショロ流し、そして、家々

で行っている正月、節分、初午、桃の節句、端午の

節句、お盆、十五夜、十三夜などの年中行事は、私

達の暮らしに密接な関わりを持ち、受け継がれてき

た。しかし、今日の急激な社会情勢の変化とともに、

庶民信仰への関心は薄れ、家々で行われていた行事

も、いつのまにか私たちのくらしの中から忘れ去ら

れて行った。

　祖先から受け継がれてきた庶民信仰の場や家々の

行事、慣習を大事にし、できる限り参拝する機会を

作り、そして、昔ながらの行事を受け継いで行きた

いと思う。

　卓話で紹介した中から、幾つかの年中行事を掲載

させていただく。

＊ガバナー月信

＊第７回新会員の集い登録の御願い

＊新会員集い開催に先立つ

　　①クラブアンケート　②新会員アンケート

＊職業奉仕活動調査票

＊次年度公共イメージセミナー開催案内

＊ロータリー財団年次報告及び

　　　　　　　　　ロータリーカード加入促進依頼

＊ハイライトよねやま

＊３月例会案内　横須賀ＲＣ，横須賀北ＲＣ

週報　横須賀ＲＣ，横須賀北ＲＣ，横須賀西ＲＣ，

　　　鎌倉大船ＲＣ、鎌倉中央ＲＣ

＊三浦ＬＣ　５０周年式典案内

＊三浦市社会福祉協議会評議員会開催案内

 幹事報告　　 卓話　＜三浦半島の年中行事＞飯島　重一 様　　

 卓　話　　三浦半島の年中行事
三浦市教育委員会 文化スポーツ課　飯島重一様
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１．武山初不動

　　武山不動尊は江戸時代からすでに地元の人々が

　家族ぐるみで参拝したのはもとより、江戸方面か

　らの善男善女も参拝に訪れていた。山頂にある龍

　塚山不動院持経寺の本尊である不動明王の御開帳

　の１月 28 日の「初不動」には、長沢、津久井、　

　武方面から202ｍの山頂を目指して人々が参拝し、

　それぞれの願いのお札を求めるなど、沢山の人に

　親しまれて来た。

２．淡島様

　　芦名の淡島神社は近世初頭に、三浦方面へ集団

　でやってきた紀州加田方面の人々が、郷土の風習

　とともに持ちこんだ分社である。

　　淡島様は、住吉明神の后（きさき）が帯下の病

　があるために、粟島に流されたという故事にのっ

　とり、船形に雛人形をのせて流す行事がおこなわ

　れている。また、安産祈願のため「底抜け柄杓」

　を奉納している人もいる。

３．三浦富士の山開き

　　この頂上に津久井浅間神社の奥の宮が祀られて

　いる。毎年７月８日には、先達による加持祈祷　

　が行われ、近郷近在より家内安全、大量祈願、海

　上安全のお札を求め参拝する人がいる。

　昔は、「富士講」と称する富士信仰の集団が三浦

　半島の各地にあり、三浦富士への参拝もあったが、

　高齢化とともにその多くは消滅してしまっている。

４．三戸のオショロ流し

　　オショロ流しは毎年８月 16 日の朝、三戸の神

　田、北、谷戸上の三つの地区ごとに行なわれる。

　オショロブネと呼ばれる大きな藁船に乗せ、三戸

　海岸から集団で送り出す行事で、「セイトッコ」　

　と呼ばれる少年達の年齢集団によって伝承されて

　きた。

　16 日の朝、オショロブネが作られると家々のお

　精霊様を乗せ、五色の旗や御幣などで華やかに飾

　り付け、「セイトッコ」によって、沖近くまで泳

　いで曳いて行き、祖先の霊を海の彼方に送る。
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