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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

№３３第２３６５回 例会 平成２８年３月２４日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：河本 親秀 ■合唱：我等の生業

・３月３１日：通常例会 ・４月７日：通常例会、理事会◇プログラム

小林､宮澤､石山､原、太田◇出席報告 ◇欠席者(6名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

16(13) ７ 53.84％ － － 野田さん２３６５回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２３６３回 16(13) ８ 61.54％ － －

◇ゲスト

高島幸子さん(百瀬さん紹介）・

◇おめでとうございます

誕生日祝：

大藤勉さん

(3/8)：先々週でした

が会社の年金旅行の

添乗で長野の松本に

行っていまして今日

になりました。行っ

た日は暑かったので

（＝お土産を頂きましすが翌日雪が降り大変でした

お祝い有り難た＝）

うございました。

河本親秀さん

(3/24)：丁度今日

が誕生日で86才に

なりました。ロー

タリーの友3月号に

地区内最高齢の会

長とい記事が掲載されていましたので生年を見たら

1928年とありました。88才です。私は90才まで生き

るつもりですので、もう1回会長が廻ってくるかも

(笑)…??.頑張ります…。

◇会長報告 河本親秀会長

こんにちわ！今日は百瀬

高島幸子ささんのご友人

んをゲストにお迎えしま

した。どうぞ楽しんでい

って下さい。
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今日は寒さに加えて雨も落ちて来るという冬に逆戻

りの天候になりました。

齋藤ドクターが今日の卓話の準備に資料まで作って

おられたのに急な体調不良で欠席となりましたので、

急遽井上さんに卓話をお願いし、先日駅前に建立さ

れテレビに2回も取り上げられ井上さん自ら2回出演

された「 の碑」にまつわるお話をし著盡湘南清絶地

て頂く事になりました。

大磯ロータリークラブ創立50周年記念式典を来年4

月15日(土)に計画しておりましたところ、既に先約

がある事が分かり変更したい＝協議の結果4月13日

(木)の創立記念日当日に決定。

第8グループ会長幹事会報告：

1．ソウル国際大会の展示ブースに各地の観光ポス

ター・物産ポスターを展示するので各クラブからガ

バナー補佐に提出する事になりました。大磯町のポ

スターを是非出したいと思います。次回会長幹事会

に持参します。

2．バングラデシュ国際協力隊（BICP)に対する卓話

依頼が平塚北クラブからありました。とても嬉しく

有り難い事で、早速責任者の高橋昌宏君に連絡しま

す。

３．平塚西クラブさんが創立40周年記念式典を6月2

9日(水)に行うとの発表がありました。

：4月17日(日)相模女子大学で行わ地区研修協議会

れます。小田急相模大野駅から徒歩10分です。皆で

揃って行きたいと思います。地区から会長部門、ク

ラブ奉仕部門、研修リーダー部門、職業奉仕部門出

席者に事前アンケートが来ていますので、よろしく

お願いします。

◇幹事報告 大藤勉幹事

回覧:

1．平野ガバナー

補佐(平塚西)、

麻生次期ガバナ

ー補佐 (平塚湘

南 ) が 5 月 1 2 日

(木)例会に来訪

されます。皆さ

んの出席をお願いします。

2．2月7日(日)のIMの記録DVDが来ていますので希望

者はどうぞ申し出下さい。

3．2014-15年度地区報告書が届いています。

4．米山記念奨学から「ハイライトよねやま」が届

いています。

5．ロータリーデーの活動が神奈川新聞と湘南ジャ

ーナルで紹介され、そのコピーが平塚クラブの柏手

さんから届いています。

6．志木RCから6回分の会報が届いています。

7．神奈川県保健福祉局から「春の神奈川献血キャ

ンペーン（4/1~5/31)」のポスターが来ています。

クラブ事務所に代えて仲南信金に掲示します。

：◇委員会報告

3月18日(金)PETSに出席し☆百瀬会長エレクト：

ました。朝9時から夜の懇親会までばっちり研修が

ありました。次年度ガバナー補佐の麻生さんは麻生

製麺の社長さんでとてもフラットな方で話しやすい

方です。来年度麻生さんのもと第8グループをしっ

かり盛り上げて行

こうと言う決意を

しました。

5月の韓国ソール

国際大会には体調

を整えて頂いて皆

で元気に参りまし

ょう。

☆スマイルボックス 百瀬恵美子さん

本日８６歳になりました。お祝・河本親秀さん：

いを頂き有難うございます。

大藤さんお誕生日おめでとう・河本親秀さん：

ございます。井上さん卓話急にお願いしたにかかわ

らずお引き受け頂き有難うございます。高島幸子さ

んようこそ。

誕生日のお祝いありがとうござい・大藤勉さん：

ます。３月８日が誕生日でした。５８歳になりまし

た。今後も、よろしくお願いします。

高島さんようこそ。河本さん、・守屋紀忠さん：

大藤さんお誕生日おめでとうございます。井上さん

卓話よろしくお願いします。

高島さんようこそ！よろしくお・新宅文雄さん：

願い致します。

高島さんようこそいらっしゃい・田中敏治さん：

ませ。河本さん、大藤さんお誕生日おめでとうござ

います。井上さん卓話宜しくお願い致します。楽し

みにしております。

河本さん、大藤さん御誕生日・百瀬恵美子さん：

おめでとう。井上さん急な卓話ですがよろしくお願

いします。
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◇卓話

◆◇◆ ◆◇◆著盡湘南清絶地の碑・建立物語

大磯町観光協会会長 井上浩吉さん

現在NHKで大河ドラマ「真田丸」をやっています

が、真田幸村が九度山に幽閉されていた時、皮膚は

裂け、目は見えず、髪は抜け白髪になって困ってい

ると言うような手紙を書いているが、丁度今の私は

眼は駄目、鼻は駄目、人の話はよく聞こえない、と

首から上は全滅で真田幸村と同じ状況ですが…。

昨年、町長から駅前に「湘南発祥の地の石碑」を

建てられないか、金は私が集めるからといわれ急遽

実行委員会を立ち上げました。短時間のうちに立て

なければならないので、新宅さんの力も借りました。

先ずお金をどうやって集めるかから始めました。

以前造った石碑は非常に高くて400万円近く掛かっ

ています。新宅さんの知り合いの石屋さんに聞いて

もらうと半分くらいで、できると言われたので、そ

れではやっちゃおうと言う事になりました。

中南信金で200万円借りて工事を開始、この借金

を返すために募金を始めました。5万円以上の募金

者の名を碑の裏に刻む事とし、大磯町の有力者、企

業、団体にお願いに回りましたところ、ご協力頂き

200万円集まりました。(碑の裏に28個人・会社・団

体名）

誰に碑の文字を書いて貰うか？中崎町長と相談し、

堀文子先生(日本画家)にお願いしようと言う事にな
ホリアヤコ

り、お家へ行ったところ通されたのが堀先生の寝室

でした。先生に碑を創ることをお話しし、揮毫をお

願いしたいと申し上げたところ、快く受けて頂きま

した。お金が無いから無料でと申しましたら、それ

も良いだろうと言う事で,2枚書いていただきました。

この内良いのを選んで使ってもいいか伺かがったら

勝手にやりなさいと承諾を得ました。96才のご高齢

ですが、しっかりしたとても良い文字で出来上がり

ました。

建立が終わったら、今度は今更何で碑を創るん

だ？と言う質問がでてきました。これは今大磯町を

観光立町、神奈川県の観光の第4の核として名乗り

を上げる為の事業の一環として立ち上げたものです。

神奈川県の有名な三観光地＝横浜と鎌倉と箱根＝に

次いで四つ目の核に大磯がなるか?＝伊勢原の大山、

三浦の城ヶ島が四つ目の核として名乗りを上げてき

た。これに負けてはおられないと、県に行って発表

会で大磯にはこういう観光の所があるとアッピール

して採点して貰って、今将に大坂の陣ではないが、

県と戦いを挑んでいる状況です。

最近テレビが何故大磯が「湘南発祥」の地だと言

う事を煩く聞いてくる。私は朝日テレビから二度イ

ンタービューを受けてテレビで放映されました。1

回目の時は、初めと終わりのところで私が喋ったこ

とを出してくれたんですが、昨日また午前中取材に

来まして,午後に放送するので4時50分から見て欲し

い。見ていたら5時半頃大磯の湘南についてまた放

送がありました。私は駅前で30分くらいインタビュ

ーを受けたのですが、たった10秒くらいの放映でし

た。画面がとっても「いい男」に映っていたのでま

あ良いだろうと我慢しました… 。(笑)

湘南の語源はどこから持って来たんだと煩く聞か

れました。この「湘南」というのは日本独自の言葉

で中国にはありません。もともと「湘」というのは

中国に湘江という大河があります。この河が湖南省

にある「洞庭湖」に注いで終わります。湘はこの湘

江からとってきている。中国には湘北という言葉は

あるが湘南という名称は無い。臨済宗の公案(弟子

との問答集）＝碧巌録＝の中に湘の南という言葉が

出ている。『「湘の南、潭（湘江の淵）の北に黄金
タン

の池あり」如何』という公案を出している。これを

現したのが京都の苔寺で、ここに湘南亭と南北亭と

いう茶室があります。この湘南を大磯にもたらした

のが崇雪という出家僧です。この崇雪は元橋本とい

う武士であったことが分かっています。
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埼玉県行田市に忍 城があります。この城守が成
オシジヨウ

田一族です。この一族の中に成田左馬之介という武

将(大坂夏の陣に参戦）がいました。崇雪はこの武

将に仕えていたと本人が言っています。鴫立庵に一

つだけ残っている常夜灯に橋本儀右衛門という名が

あり、この儀右衛門が崇雪ではないかと推察されま

す。この崇雪が鴫立澤庵という 庵 を造って50年く
イオリ

らい生活していたと思われます。その人が石碑に

「湘南」の言葉を残した。「著盡湘南清絶地」とい

うのですがこの「著盡」が「ああ」とか「うう」と

か言うだけで誰も読めなかった。そこで早稲田の漢

学の先生にお聞きしたら「湘南は清絶を盡くすの

地」と読んで下さいと言われた。ところで「清絶の

地」というのはどう言う地なんだ？辞書で調べたら

「非常に清らかな地」であると言う事が分かった。

細川宗治という細川家の次男が鴫立庵を尋ねた時,

崇雪が会話の中で「鴫立庵の中にいると、後ろには

海岸＝相模湾が見えて磯がいっぱいある。北を見る

と大磯の丘陵が連なって非常に清らかである。往来

にも人が絶えず歩いて旅をしている。こういう所が

清絶の地と言うんだよ」と言っています。

現在、湘南の名称は藤沢、茅ヶ崎、平塚、大磯と

幅広く使われているが、湘南はそんなに広いところ

ではなく、大磯が本当の湘南であることを強調する

ために新しく石碑を建てたものであります。

編者注：

関連して平塚宿誕生の話、10年ほど前にJR平塚駅

を湘南平塚駅に改名する運動があったことなど、湘

南の名称にまつわる話が沢山合ってあって非常に楽

しい卓話でした。急なお願いに拘わらず、蘊蓄のあ

るお話しを有り難うございました。


