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1.8/1(土)14：00～16：00青少年交換受入れクラブ対象
　セミナーのご案内
　場所：サンピアンかわさき第3会議室にて
2.その他
・7/14(火)拡大増強・退会防止ｾﾐﾅｰに行って参りま
　した。
・地区協議会に参加した方へ冊子を配布します。
・8/27（木）ガバナー補佐をお迎えし、クラブ協議会を
　開催、案内を各委員長へ送付しました。
　欠席の方は代理をお願い致します。

1.例会変更のお知らせ
2.7/18（土）水辺の楽校があります。
　 先日、配布しました案内の日にちに訂正がありました。 
   6/18⇒7/18に訂正いたします。

今後の予定

 7月23日(木) ｢夜間例会　らく・スパ温泉｣ ◎
　　　　　　　　　　 集合　西口（JR川崎駅）16：30　45分出発
　　　　　　　　　　 点鐘　18：30　　　

◎ 7月30日(木) 「モリノブライズ(株)新職業奉仕」　　　　　　　 
　　 　　　　①ﾅﾋﾞ奉仕 ﾌﾟﾘﾝｽｶﾞｰﾃﾞﾝ  伊藤 千沙 様
　　　　　　 ②ﾌｫﾄ奉仕 ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵﾒｿﾞﾝ 森野 秀昭 様

◎ 8月  6日(木) 「長期計画委員会」　河口　武生 会長　　

報徳博物館
公益財団法人 報徳福運社
理事長　草山 昭　様
　　　　
　 演　題　『負薪読書図について』

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19
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例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
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ありません

川崎ＲＣ　川崎南ＲＣ

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

川崎中央ＲＣ
会  長　中村紀美子 様
幹  事　坂本　竜麻 様



クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

◆小山会員
　 草山昭様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆鈴木会員
　 草山様、本日の卓話楽しみにしております。
　 宜しくお願い申し上げます。
　 轟様、先日のグローバル補助金員会にお邪魔させていただき恐
　 縮です。楽しく過ごさせていただきました。
◆山本会員
　 増田敏夫さん、先日は新事業のオープンおめでとうございます。
　 頑張ってください。
　 御幡さん、水辺の楽校奉仕活動に参加出来なくて申し訳ござい
　 ません。
　 神奈川新聞に横浜ＲＣの新会長六川勝仁様のご紹介が載って
　 おりました。入口のボードに貼ってありますのでご覧ください。
◆森野会員
   来週はお休みします。メークのハンコはもう押しました。
　 草山先生、御利益お願い申し上げます。
◆河口会員
　 草山様、本日は天候の悪い中ようこそいらっしゃいました。
　 宜しくお願い致します。
　 川崎中央ＲＣ会長中村様、幹事坂本様、ようこそいらっしゃいま
　 した。一年間宜しくお願い致します。
◆伊藤恒満会員
　 中村会長、坂本幹事、ご来訪ありがとうございます。
◆安本会員
　 草山昭様、本日のお話楽しみにしております。

【草山 昭 氏 　略歴 】
＜学　歴＞
昭和３８年３月　私立京華高等学校　　　　　　　　　
昭和４２年３月　青山学院大学法学部私法学科　卒業
　　　　　　  ４月　国學院大学神道学専攻科　　　　入学　　　
昭和４３年３月　　　　　　　　　同上　　　　　　　　　　 卒業

・二宮尊徳（金治郎）1787年7月23日小田原市栢山生まれ。
・自筆文書では金治郎、1821年文政４年小田原藩の公文書は金次郎。
・1856年　安政３年　70歳10月20日没　明治維新12年前
・富田高慶1814年7月17日福島県相馬市生まれ。
・高慶1839年入門　尊徳の一番弟子
・1852年　嘉永5年　尊徳の娘　文と結婚。
・1856年　安政3年　尊徳死去10月20日
・1856年　安政３年「報徳記」を著す。
　『採(さい)薪(しん)の往(おう)返(へん)にも大学の書を懐(ふところ)にして途中
                               歩(あゆ)みながら之を誦(しょう)し少しも怠(おこたら)ず』
・1880年　明治13年　相馬藩主相馬光胤が天皇に「報徳記」を献上。
・1883年　明治16年　宮内省が「報徳記」を印刷、行政関係者に頒布
・1891年　明治24年　幸田露伴「二宮尊徳翁」口絵「負薪読書図（ふしんどくしょず）」
・1910年　明治43年　岡崎雪聲（せっせい）作　二宮金次郎少年像　彫工会主催の展覧会に出品。
　　　　　　　　　　 明治天皇買い上げ
・1924年　大正13年　豊橋市前芝小学校にセメントの金次郎像
・1928年　昭和3年　 岡崎の石屋が石の金次郎像
　　　　　　　　　 　神戸の中村直吉氏の金次郎銅像を制作
　　　　　　　　　 　以後千体制作される。１mの像
・1944年　昭和19年　鉄砲の弾として、供出。
・1946年　昭和21年　ＧＨＱ金次郎像の撤去を命令していない。
＊1988年　昭和63年　アメリカ　ロスアンゼルス（リトル東京）
＊2003年　平成15年　中国　北京（北京大学）
＊2009年　平成21年　ブラジル　サンパウロ（日系人会館）
＊報徳仕法の４代綱領　 「至誠・勤労・分度・推譲」
　　　　　　　　　　　　「報徳之道克興国」・「報徳之教克安民」
　　　　　　　　　　　　「道徳なき経済は犯罪である」・「経済なき道徳は寝言である」
　　　　　　　　　　　　「道徳経済一元論」

＜職　歴＞
昭和４３年４月　宗教法人　報徳二宮神社　  禰宜就任
昭和６１年６月　宗教法人　報徳二宮神社　  宮司就任
昭和６１年６月　宗教法人　箱根湯本　白山神社 宮司就任　
昭和６１年６月　宗教法人　箱根湯本　熊野神社 宮司就任　
昭和６１年６月　宗教法人　相模大野報徳二宮神社　宮司就任
平成１０年６月　宗教法人　相模大野報徳二宮神社　宮司退任
平成２０年11月 宗教法人　報徳二宮神社　　　　 宮司退任
平成２０年11月 宗教法人　箱根湯本　白山神社 宮司退任
平成２０年11月 宗教法人　箱根湯本　熊野神社 宮司退任

＜役　職＞
昭和４３年５月 財団法人　報徳福運社　理事就任
昭和５５年９月 財団法人　報徳福運社　理事退任
昭和６０年４月 財団法人　報徳福運社　報徳博物館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  事務局長就任
昭和６１年６月 財団法人　報徳福運社　常務理事就任
昭和６１年９月 神社本廳参与　委嘱される
昭和61年12月  伊勢神宮評議員　委嘱される
昭和62年12月 学校法人　国學院大学協議員委嘱される

◆増田敏雄会員
　 過日は川崎インドアゴルフ練習場オープンに多数の皆様からお
　 祝いをいただき有難うございます。
◆野口会員
   草山先生、本日は宜しくお願い致します。
　 福嶋美恵子様。本日は大変お世話になります。
◆中條会員
　 本日｢不信読書図｣についてのお話楽しみにしております。
　 坂本竜麻様、先日はお世話になりました。
◆松中会員
　 草山理事長、卓話の程宜しくお願いします。
◆福嶋会員
   草山様、遠路のところお越しいただき有難うございます。
　 本日は宜しくお願いします。
◆伊藤秀司会員
　 草山様、ようこそ川崎マリーンＲＣへ。
　 本日の卓話宜しくお願いいたします。
◆秦会員
　 今日の卓話は草山氏ですが、どのような事が語られるのか興味
　 津々です。
◆島田会員
　 中村会長、坂本幹事いつもお世話になっております。
　 本日はいらっしゃいませ。
◆小枝会員
 　妻の誕生日にお花を送って下さり有難うございました。大変喜ん
　 でおり皆さんによろしくお伝えくださいと申しております。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

「報徳」の由来。10年に及んだ桜町復興の成果報告を、二宮尊徳から受けた小田原藩主大久保忠真は、「そちの方法は論語にある、
『徳を以って徳に報いる（以徳報徳）』というやり方だな」と評しました。わが意を得た尊徳は、その後自分の仕法を「報徳」と呼ぶようになりま
した。尊徳の言う「徳」とは万物に備わる徳、すなわちそれぞれの長所、潜在的な力を意味します。尊徳は「荒地には荒地の徳があり、借金
には借金の徳がある」と言っています。少年時代、捨て苗を拾い、荒地の水溜りを耕して米を収穫し、成人してからは借財の問題点を整理
して財政再建に導きました。‘災いを転じて福となす’。一見の災いも捉え方によっては徳に変わります。それぞれの徳を掘り起こし、連係さ
せ、生産性を高め、循環性を効率化し、生活・生業の創造性と安定性を追求する作業が、報徳仕法の基本です。（報徳博物館WEBより転載）
草間先生のお話では、報徳と呼ばれる人作り、国つくりの思想について、大変貴重でとても参考になりました。
私達も日頃の奉仕活動の中でお話しいただきましたことを、今後生かして参りたいと思います。本日は本当にありがとうございました。

報徳博物館
公益財団法人 報徳福運者
理事長

草 山　昭　様

★本日は表敬訪問で伺いました。貴クラブの皆様のご健康、ご健勝を
　祈念いたします。本年１年間宜しくお願いします。
（川崎中央ＲＣ　会長 中村紀美子 様、幹事　坂本竜麻 様）

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 11,000　円

本日のニコニコ　　　37,000　円

　　　累計金額  　 165,000　円

本日の卓話

　

『 負薪読書図について 』

プログラム委員長

野口四郎

【卓話者のご紹介】


