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★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 河本 親秀 会長エレクト 百瀬 恵美子 幹 事 大藤 勉

№１０第２３４２回 例 会 平成２７年９月１０日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：河本 親秀 ■合唱：我等の生業

・９月17日：大藤勉さん・９月24日：休会（定款適用・10月1日：クラブフォーラム、理事会◇プログラム

小林､宮澤､石山､笹尾、◇出席報告 ◇欠席者(7名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

17(15) ８ 53.33％ － － 原、太田、斎藤(正)さん２３４２回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２３４０回 17(15) ８ 53.33％ － －

◇ゲスト

米山奨学生・アルウイン・スプリアント君

(インドネシア)

米山奨学金手交：◇

先日藤沢ＲＣに行き卓話をしました。アルウイン君：

そのあと2時間

くらい話し合い

があり色々話題

が出ました。二

つ質問がありま

米山す。一つは

奨学生はどのよ

うに評価されて

いるのだろうか？もう一つは米山奨学生に何を期待

と言う事しているのだろうか？

です。新宅カウンセラーさんに

先ほどから色々お話をお聞きま

した。又これから皆さんからも

お聞きしたいと思っています。

宜しくお願いします。

◇会長報告 河本親秀会長

昨日台風18号

が中部地方に上

陸、台風17号、1

8号により誘引さ

れた大雨が関東

地方に襲いかか

り、大きな被害

が発生しました

がこの辺りは幸運にも大きな被害がなかった事は何

よりでした。

先ほど2012-13年度ガバナー(当地区菅原光志PDG

年度）同期会の家族旅行(33名)の一行が、鎌倉から

箱根に移動する途中での昼食を取るホテルに立ち寄

られ、菅原PDGが大磯クラブ例会があることを知ら

れて挨拶に来て欲しいとのことで、挨拶と共にご利

用頂いたことを支配人に代わってお礼を述べてきま

(笑)した。

１．ガバナー公式訪問のお礼状一部：

米山奨学生アルウイン君の世話クラブとして、又

財団グローバル補助金高谷さんのホストクラブとし
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て、ご協力頂いておるところです。各種御寄付も大

変大きなお力添えをいただいており、心より感謝い

たしております。色々な奉仕活動も幅広く活発に実

践なされており、深く敬意を表したいと思います。

最大の課題は会員の仲間を増やすことですが、例会

のあり方を始め多方面に対するアイディアを駆使な

され、PDCAの定期的なたゆまぬ実践をして頂く事に

より、必ず成果が現れるでしょう。心より御活躍を

御期待申し上げます。創立50周年も間近くなってお

り、各種行事も沢山控えていらっしゃるでしょうが、

ソウル国際大会御参加の御検討も宜しくお願い致し

ます。「大磯はとても明るいロータリー」でした。

2．会員増強について：先週のフォーラムで、決め

ました"今月中に会員候補者の推薦を各自から頂く

事"：今日推薦書フォームをお配りしましたが、こ

の様式で、知人友人としてご存じの方以外に、皆さ

んの関係されている団体の名簿から精選された方を

ご提出お願い致します。

3．ソウル国際大会参加の要請書セット配布9月末ま

でに事務局に申し込んで下さい。

4．理事会報告：

1)10月22日例会を10月25日の地区大会に変更します。

2)敬老祝：80才以上の会員に贈呈(プリンスホテル

チケット)対象は笹尾、河本、斎藤正淳、井上さん

の4名

3)宿場まつり11月1日開催：例年通り協賛、朗多里

庵を開設、落語家を招聘、観客にお茶菓子を提供し

ます。

5．笹尾政儀さん病状：8月17日に大磯の東海大学病

院で開腹手術されましたが、順調に回復されている

ようです。今日、例会後皆さんでお見舞いに行って

頂ければと思います

6．太田さんがお母様が長く体調を崩され、介護の

ために欠席を余儀なくされています。

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．回覧：

1)全国ローターアク

ト研修会並びに第13

回 アジア・太平洋

地域ローターアクト

大会登 録案内

2)地区インターアク

ト年次大会のお知ら

せ

3)赤い羽根共同募金へ協力のお願い

4)ロータリー財団100周年プレコンサート：11月3日

横須賀ベイサイド・ポケット

2．2014-15年度会計報告が纏まりました。会計帳簿、

現金出納帳などは事務所に備え付けてありますので、

ご確認下さい。

◇委員会報告

☆スマイルボックス 百瀬恵美子さん

井上さ・河本親秀さん：

ん

卓話よろしくお願いしま

す。アルウィン君ようこ

そ

アルウ・新宅文雄さん：

ィン君ようこそ。井上さ

ん卓話期待しています。

井上さ・田中敏治さん：

ん

の卓話たのしみです。宜しくお願い致します。アル

ウィンさん、ようこそ、いらっしゃいませ。

こんにちは、井上さん卓話た・百瀬恵美子さん：

のしみです。本日でロータリー入会１０周年記念日

です。ありがとうございました。

☆百瀬さん＝大磯宿場まつり総責任者＝

昨日スタッフ会議を行い11月1日大磯宿場まつり

を開催することを決定しました。皆で盛り上げて行

きたいと思いますので宜しくお願いします。

10/☆新宅文雄さん：

31と11/1の宿場まつり

の準備にアルウイン君

が手伝いに来て呉れる

（会場＝大変そうです。

助かります。有り難う）

7月に大磯姉妹都市のラ

シン市から3人の高校生

が来て3週間ホームステ

ーをしました。その時大磯RCとしては迎賓館で昼食

会をしました。その時のお礼カード＝回覧＝が来ま

した。
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◇卓話

井上 浩吉さん

観光協会会長として:

神奈川県は県内4カ所＝横浜、鎌倉、大磯、箱根＝

を観光の核として推進する方針で、県から大磯町に

4900万円の補助金が交付されました。これを有効に

使うために町では色々企画しています。

正真の忍者と忍術

私の小学校5年生の時の話です＝昭和19年アメリ

カの無差別爆撃が始まっていた頃です。この時大磯

に一人の男が疎開してきました。 と名乗っ藤田西湖
セ イ コ

ておりました。 継承者です。子供甲賀流忍者第14世

達に本当の忍術というものはどういうものかを講堂

で話してくれました。

忍者という者はドロンと姿を消す芝居で有名な情

景がありますが、忍者という者は一切そういう事は

やらない。 。最初に鶏を台の上にのせ催眠術を使う

て、この鶏を静かにさせるというので、目を押さえ

て頭を撫でている内に鶏は全然動かなくなってしま

った。それが初めで、凄い技が始まってきました。

子供達を台に上げて気合いを掛けると身体が動かな

くなる。教頭がのこのこ出てきまして、その止まっ

た子の身体を触ろうとしたら骨が折れるから止めろ

と注意されて、気合いを掛けられて教頭まで身体が

動かなくなった。そういう事を見せてくれました。

それよりもっと凄い技というのが、鉄棒を七輪の

中に突っ込んで真っ赤に焼き、その鉄棒にタオル1

枚巻いて手で握り、ヤッと気合いを掛けて抜く。そ

してその手を皆に見せてくれる。火傷一つ負ってい

ない。これは修練でしか出来ない。誰でも出来る技

ではないと･･兎も角、非常に面白く見せてくれまし

た。

忍術の話だから大分嘘が入ってるかも･･･(笑)

＝当時中国とも戦争していましたが、毛沢東挿話

率いる八路軍と蒋介石の国府軍がありました。当時

日本軍は現地では八路軍と戦っていて、国府軍とは

戦っていなかった。しかし日本国内では国府軍と戦

っていると報じられていた。これは真っ赤な嘘だっ

た。

これは後に彼が自伝を書いた時に入っていた話で

すが、この忍者は密使となって国府軍に入って諜報
ス パ イ

活動をしていた。相手の文書を盗む時、今ならカメ

ラで撮ったりパソコンに取り入れたりしますが、当

時忍者はそれを全部頭に記憶してしまい、宿舎に戻

って文書に起こして日本に送信していた＝

鉄棒を真っ赤に焼いた技の後、拍子木の大きさの

鉄の塊7-8本をロープに結んであるのを振り上げて

裸の胸で受け止めて見せた。これは決して真似をし

てはいけない、忍者だから出来るんだと言いながら

何度も胸に打ち付ける。戦後、力道山がプロレスラ

ーになった時にもこういう技はしない。バットで殴

るくらいのことはやったが･･･。鉄の塊をぶつける

ような技は見せてくれたことはない。

最後に新聞紙を拡げた中に大豆を入れて丸め、七

輪の上で炒る技。 こと新聞の中に大豆を入れて炒る

は忍者にとって極く当たり前のことで、紙が焦げな

いで火がちゃんと通る。炒った大豆が皆に回わされ

て二粒づつ食べたら確かに生ではない。そういう技
ナマ

も披露してくれた。

。団子に丸めてある。これ一つを食べ忍者の食料

ると1週間くらいは食べなくても大丈夫と言う。中

はどういうものが入っているか尋ねたが教えられな

いと言う。主な材料は梅干しと鰹節、その他に薬草

を入れて、粉にして練り上げてある。これを食べれ

ば戦場で1週間8日食べなくても栄養はとれるという。

水は飲むのだけれど。この団子も皆に見せるために

廻ってきた。今の黒飴くらいの大きさで、カチカチ

だった＝しゃぶるもので噛んだりは出来なかった＝

これらが忍者が見せてくれた技でした。

忍者というものは人の目つぶしなどはしない。気

合いで相手の目をつぶす、見えなくする。これを実

演してくれたんですが、実際目が見えない。暫く経

つと見えるようになる。大勢に囲まれても気合いで

相手を見えなくすることが出来る。

彼は南下町に住んでいたのですが、ある時泥棒が入

ってきた。その場で、気合いで動けなくして、目を

見えなくして縛り上げて警察へ届けたそうで、流石

忍者凄いことをするなと･･･。後でその泥棒が入っ

た先が甲賀流の忍者であると言う事を聞いて、俺の
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先輩だ、先生だと言って感心したという話です。

会員増強委員長として：

この数期間増強委員長を務めていますが一人も入

れる事が出来なかった。その最大の理由は50代、60

代の人に声を掛けても忙しい、時間がない。とても

お昼に時間を割いてクラブに行く時間がないと言う。

でも食事に時間は使っている･･･。河本さんと一緒

に会いに行った人ですが、この人は1日3時間しか寝

ていない、起きている時間の殆どを新しい製品を作

る事を研究している。だからとてもではないがロー

タリークラブに入る時間がない。大体若い人を勧誘

すると忙しいと言う。忙しくなくてもそう言う。ロ

ータリーというものが理解されてない。これを何と

ロータリークラブというのはこか皆さんのお知恵で

ういうものであるというマニュアルを作って貰う。

ロータリーに加入できそうな人をピックアップし、

一人で行っ名簿を作って、一人ずつつぶして行く。

ても殆ど受けてくれません。親の意見、奥さんの意

見で潰されてしまうと言うような事があります。皆

さん力を合わせて一人でも多く勧誘をしていったら、

5人は入れるだろうと思っています。口には出さな

いけれども会費が年間30万円となると考えてしまう

のかなと･･。景気が良ければそれくらい何とも思わ

ないでしょうが･･･。この会費が安いなと言われる

ような会にしたいなと念じております。どうぞ皆さ

ん遠慮なく訪問して勧誘しましょう。よろしくお願

いします。

以 上

卓話の後、大磯の観光立町の事、大磯宿場まつりの

こと、会員増強夜間例会のこと、大磯プリンスホテ

ル改造とクラブ事務所の件等、様々なコミュニケー

ションが出来ました。


