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行事予定
１２月３０日 定款の規定により休会
１月６日

新春賀詞交歓会

１月１３日 IMに振替
１月２０日 クラブフォーラム③
１月２７日 新年例会

会長あいさつ

大塚崇行 会長

まず、本日は今年3人目となる入会者、古賀さんをお迎えし、入
会式を行うことが出来ます。是非ともこのロータリーの活動と意
義を学んでいただきロータリーライフを楽しんでいただきたいと
思います。宜しくお願い致します。
本日は当社のお墓の話をブックマークとして話させていただき
ます。当社では70周年の時の講演会で立松和平さんとご縁を頂き
まして、お墓紀行というのを書いて頂いておりました。本日お配
りさせていただいたのは第7回目のものです。ご存じの通り立松和
平さんは今年１月の初旬に倒れられ、2月にお亡くなりになりまし
たのでこれが最後のものとなりました。毎回さすが立松和平さん
だなという目線で書いて頂きました。そして、この7回目で終わり
と言っていたわけではないのですが、結果的に最後になってしま
ったお墓紀行。表紙にも書いてありますが、「どんな絶景の所よ
り、結局のところ血の通った人がすぐ近くにいる、こんな場所に
墓を作ることが結局幸せなのではないか」田んぼの中の墓地を見
て立松和平氏は感慨を込めて書いた、とあります。お参りしてく
れる人がすぐ近くにいて、しょっちゅう顔を見せてくれるお墓、
そういったお墓に眠る事が一番いい事だと書いて頂きまして、な
んだかこれが最後になるという事を分かって書いて頂いたような
文章でした。さすが立松さんの朴訥な人柄が感じられ、誠に残念
ではありましたが結果的にいい締めくくりとなったお墓紀行であ
りました。本日卓話を頂くあきやまさんも、亡くなった著名人の
方のお墓に行く事によって、その人が実在したことを感じるとい
う事だそうです。ぜひ皆さんもぶらっとお墓参りをしてみては如
何でしょうか。ただ、その前に、まずは自分の家のお墓参りをし
ていただきたいと思います。そうすることによって先祖が心地よ
く眠り、そして皆さんも先祖に守られて幸せな人生が送れるので
はないかという事を付け加えさせて頂き本日の会長挨拶とさせて
頂きます。本日も宜しくお願い致します。
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ロータリー財団委員会 細野宏道委員長

幹 事 報 告

本日、配布いたしまし
た週報にも記載されてお
りますが、12月11日に
2770地区2011‑12年度財
団奨学生のオリエンテー
ションに参加をしてきま
した。上尾から推薦させて頂いている武笠さんも日
本文化をどうやったら海外に伝えていくかという意
見を発表されておりました。また、先週の理事会の
時に今度のクリスマス例会に財団奨学生を招待して
頂けるとの事を武笠さんに伝えました。ところが返
事が来まして学校の行事またアメリカ留学の予定が
ありアメリカの大学院は入学試験日が無くある論文
を期日までに提出して選考されるそうです。希望し
ている大学の1つの論文締切日が25日な為今回のク
リスマス例会には参加は出来ません。皆様によろし
くお伝えくださいと申しておりましたので、本日委
員長報告のお時間をお借りして皆様にご報告させて
頂きます。

島村健幹事
◆来週の例会は移動例会になりますので、日時場
所のご確認よろしくお願いいたします。
また、1月の第1例会は商工会議所の賀詞交換会
が行われます。第2例会はインターシティミー
ティングの為移動例会になります。
◆1月9日に韓国訪日団の歓迎会を東武ホテル3階
のジョリーテーブルで開催いたします。

委員長報告
会員増強維持委員会 吉川公夫委員長
先ほど会長よりお話が
ありましたが、会長と幹
事そして宇多村会員と共
に会員増強大会に出席し
てきました。企画のほう
では当クラブでは竹内会
員にご協力いただきました。私ももう30年ロータリ
ーに在籍していますが、今までこんなに会合が楽し
く終わったのは初めてでした。少しだけ申しますと
なぜ職業が奉仕に繋がるかこういう所がとても勉強
になりました。今夜の委員会の席上にて詳しくご報
告させて頂きたいと思っております。

会員増強維持委員会 樋口雅之委員
先日、FAXにて本日開
催される委員会のご案内
をさせて頂きました。今
現在13名のご参加を頂け
ております。誠にありが
とうございます。まだ追
加での参加も間に合いますので、もしご参加頂ける
方が居ましたらご連絡頂ければと思います。よろし
くお願いいたします。

社会奉仕委員会 竹内勝彦委員長
先週、幹事報告の中で
上尾市の障害者作品展示
即売会のご案内がありま
したが、皆様のご希望を
お伺いする為に回覧回さ
せて頂いております。先
週出席された方はお名前を書いて頂いていると思う
のですが、まだご記入いただけてない方は本日ご記
入いただけますようよろしくお願いいたします。ま
た、ご記入済の方は日時の確認をして頂けますよう
よろしくお願いいたします。障害者作品展示即売会
の予定は来年の2月25日〜2月28日になっております
。皆様のご協力よろしくお願したいと思います。

地区会員増強維持委員会 竹内勝彦委員長
先日、地区で行われた会員増強維持大会にてセミ
ナーをやらせて頂きました。上尾ロータリークラブ
では会長、幹事、吉川委員長、新会員を代表して宇
多村会員に参加してもらいました。前半は入会3年
未満の方それから10年以上の方そして20年以上の方
という形で5分間ほどロータリーに入って良かった
事や入ったきっかけについてお話する機会を設けて
みました。第2部がメインでして今年度は今までの
年度と違いまして前年度までは新会員のつどいを2
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回やったりレディースの大会をやったりしてお
りました。今年は井橋ガバナーの意向でまった
く今までと違う事をやろうという事になり増強
維持部門としては年1回にして全てを網羅出来
るように会員増強維持大会を1回開催する事に
なりました。第2部では寸劇をやることになり
ました。この寸劇では大塚直前ガバナーを含め
パストガバナーに役者をやってもらう事になり
ました。出来るだけおもしろおかしくそして勉
強になるようにやって頂きました。大変反響も
良く私たちの間では成功だったなと思っており
ます。この模様のDVDで回させて頂きたいと思
います。ありがとうございました。

新会員挨拶
新入会員挨拶 古賀昇会員
私は九州の博多出身で
縁があってこの埼玉の上
尾の地に移住みまして今
年で16年になりました。
もうどっぷりと埼玉県民
になったのかなと思って
おります。私は上尾市役所の横で旅行会社をやって
おります。全て皆様のおかげでロータリーに入る事
ができました。どうか末長くよろしくお願いいたし
ます。

卓 話
あきやまみみこ様
皆さんこんにちは、ご
紹介いただけましたよう
に最近墓マイラーとして
ご紹介される事が増えま
したけども実は本業はデ
ザイン・イラスト制作を
行なっております。お墓参りは趣味の一環で私は旅
とカメラが大好きで、よくカメラを持って散歩をし
ています。
皆さんは「苔掃」という言葉をご存知でしょうか？
「苔掃」とは墓石についた苔を掃いて清める事です
。江戸時代から残る著名人の子孫がいまして、古く

竹垣に囲まれたお墓でお墓の上部には家紋が彫って
ありこれがちょうど愛用していた座布団と同じ形と
言われています。同じ霊園には谷崎潤一郎が眠って
います。芥川龍之介と谷崎潤一郎は生前文学論争を
繰り広げていて喧々諤々な感じでしたが、お墓は同
じ所にあるというドラマチックな感じを受けました
。谷中霊園には徳川慶喜のお墓があるのですが、門
があって中に入る事が出来ません。２つお墓があり
徳川慶喜と婦人のお墓並んでいます。
青山霊園ですがここも桜があって霊園にはとて
も桜があうなと思いました。この青山霊園には
大久保利通のお墓があります。
このお墓の高さが5mあります。近くによると

出席 会員数 ４０
欠席 欠席数 １２
前々回確定
修正（％） ７７,５０

スマイル

からの文人の風流な趣味として「苔掃」を行っ
ていました。
その後、現代になって「苔掃」から「墓マイラ
ー」として様々なメディアで紹介されるように
なってきました。私自身「墓マイラー」という
言葉を聞いたのは実は新聞取材を受けた時で霊
園事務所の人が最近若い人で著名人のお墓参り
をする人達を「墓マイラー」と呼んでいると取
材の時に知りました。その後、趣味でお墓の写
真を撮り続けていましたので、それをまとめて
本にさせて頂きました。
染井霊園と雑司々谷のマップはイラストで紹介
されていて観光案内風になっています。私が初
めて著名人のお墓参りしたのは雑司々谷霊園の
夏目漱石のお墓で知人に誘われて行きました。
その時の霊園のイメージは怖くて暗くてあまり
足を運ぶ場所ではない所と思っていました。実
際に足を運んでみるととても生命に溢れた場所
だと思いました。尊敬する夏目漱石がこの霊園
にいると実感しました。これをきっかけに他の
お墓にも行ってみようという気になりました。
夏目漱石のお墓は椅子の形をしていると言われ
ておりまして御影石で安楽椅子の形になってお
ります。これは遺言では無くご婦人が作ったそ
うです。本人はお墓はいらないと言っていたそ
うですが、やはりご遺族が欲しいという事にな
って亡くなってから1年後に作られました。
妹さんが設計士だったのでその方が作られたそ
うです。お墓の裏には本名の夏目金之助と書か
れています。未だにここのお墓は人気がありま
して皆さんお参りされています。同じ霊園に竹
久夢二さんのお墓もございます。この人のお墓
は自然石で作られておりお墓には「竹久夢二を
埋む」と書かれております。
裏には本名の竹久茂次郎と書かれております。
染井霊園はソメイヨシノが発祥の地で桜が咲く
時期はとても綺麗です。ここに初めて来たとき
霊園のイメージが変わりました。ここに眠って
いるのは高村光太郎で高村氏と書かれていて一
族が眠っています。染井霊園の近くの慈眼寺に
芥川龍之介が眠っています。

亀の上に墓碑が乗っていまして、この亀は中国
の伝説で贔屓という龍の子供で重きものを背負
うことを好むと言われております。
お墓後ろには暗殺された時の御者や馬のお墓も
ございます。
忠犬ハチ公の碑も青山霊園にございます。
私はいろんなお墓を巡ってきて死を目の前にし
て思うのは生きる事そのものでした。偉い人も
犯罪者も最後は死んでしまうという事まざまざ
と感じる場でありそれは宗教も国境も飛び越え
たひとつの真実だと感じており生きる糧にさせ
て頂いております。本日はありがとうございま
した。
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■大塚会長 あきやまみみこ様卓話ありがとうございます。古賀さん

■尾花会員 古賀会員末永くお付き合いよろしくお願いします。卓話

入会おめでとうございます。

ありがとうございます。

■名取副会長 あきやまみみこ様卓話ありがとうございます。

■吉川会員 古賀さん入会おめでとうございます。

■島村幹事 古賀さん入会おめでとうございます。あきやま様卓話あ

■富永会員 あきやまみみこさん卓話ありがとうございます。

りがとうございます。

■竹内会員 あきやまさん卓話ありがとうございました。古賀さん入

■関口副幹事 あきやまさま卓話ありがとうございます。古賀さん入

会おめでとうございます。

会おめでとうございます。
■大塚直前ガバナー 娘が結婚しました。
■渡邉会員 結婚祝いありがとうございました。
■沼尻会員 卓話ありがとうございました。

村岡会員 岡野会員 井上（清）会員 武重会員 小林会員
神田会員 細野会員 井上（武）会員 藤村会員 岡澤会員
須田会員 野瀬会員 樋口会員 齋藤（哲）会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
例会場 ベルアンジュ上尾（ポリアス）
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