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第２副ＳＡＡ

清水幸彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
小室会員 栗原（憲）会員

※出席報告
会員数
31 名

出席者数
28 名

出席率
96.56 ％

前回修正
92.59 ％

パスト会長の時間
栗原 成実 パスト会長

『大腸ガンについて』

２年前、大生病院で人間ドッグを受けた際、大腸から
の出血があるという事で所沢肛門病院に再検査に行
きました。
自覚症状がないので、私自身は再検査を受けるのを
躊躇しましたが、家族がうるさく言うので受診したという
のが本音です。
内視鏡検査の結果は・・・・・・
１０個以上のポリープが大腸内にあり、その場で７個を
摘出しました。一度に除去すると出血の危険があると
いう事で、その６か月後に二度目の内視鏡で残りを摘
出。病理検査の結果も良性でした。
そう担当医から聞いてホッとしたのも束の間、「実は盲
腸の所にあるポリープは凹型で、当病院では摘出手
術は不可能なので帝京大学病院に行ってください」と。
しかも、「限りなくガンに近いです」とも言われ大変ショ
ックでした。
直ちに、板橋にある帝京大学病院に行き、所沢肛門

例会の記録

病院での内視鏡による写真を見てもらいましたが、再
度大腸内を検査するとのこと。正直とても嫌でした。
外科、内科とまわされ、遂に手術をする事になります。
４月２６日入院。
手術の内容は、凹んだ部分に、食塩水を注射して凸
状にします。その部分にメスを入れ削り取る手術です。
全ての工程を内視鏡でやります。
失敗すると大量出血するそうで、スタッフも緊張してい
ました。
主治医の先生は手術前にセカンドオピニオンの説明
もしてくれましたが、本人曰く「この手術にセカンドオイ
ニオンはいません。日本で私だけが出来る手術です」
と言いきっていました。それでは従う他ありません。
軽い麻酔をかけていますが、スタッフの声は良く聞こ
えます。一時間程で終わり病室に戻り、成功した報告
を受けます。
明日退院したいと言ったら「ダメッ！！少なくとも一週
間は絶対無理。場合によっては二週間できない」と容
赦ない返答。今考えると当たり前ですがその時はショ
ックでした。
一週間後の５月２日、出血もなく白血球も安定ており
無事退院。
３kg もやせました。自宅に戻って飲んだコップ一杯の
ビールがとても美味かったのを忘れません。

＜感想と御礼＞
ご自身の辛い体験をユーモア交えてお話しくださいました。
ついつい後回しにしてしまいますが、やはり定期的に健康診
断を受ける事は重要ですね。皆様、すすんで受診しましょう！
栗原成実パスト会長、ありがとうございました。

幹事報告

佐々木幹事

・１０月、１１月プログラムが理事会で承認
・１１月１３日は新狭山ＲＣと合同例会
・ガバナー公式訪問の日程について
・受贈会報 飯能ＲＣ 入間南ＲＣ
所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ
・回
覧 飯能ＲＣ＆日高ＲＣクラブ協議会
ガバナー公式訪問報告

外来卓話
天台宗喜多院

塩入

秀知 様

皆様こんにちは。
狭山市の隣町川越市にあります「喜多院」の住職をさせ
て頂いております塩入秀知です。
このような場でお話しするのは久しぶりなので大変緊張
しております。
本日は、ご自分の仕事をしながら奉仕活動をされている
皆様の前でお話しすることを大変うれしく思っておりま
す。
それでは喜多院についてご案内させて頂きたいと思い
ます。
優しくありながら力強いパワーを持った声がとても印象的で、
引き込まれるように喜多院、川越のお話しを伺いました。
私たちにも分かりやすいようにお話しして頂きましたので、あえ
てそのまま表記させて頂きます。
＊以下卓話抜粋

喜多院は別名川越大師で知られており、重要文化財
に指定された建物や貴重な美術工芸品を多く有する
大変古いお寺です。
今から１２００年程前、平安初期に建立されました。
１６３８年寛永１５年に起きた川越大火で、町中の殆ど
が消失してしまいました。
喜多院も山門を残して他の殆どを消失しましたが、当
時の住職天海僧正と信頼関係が深かった三代将軍
徳川家光公の援助によって再建されます。この時、客
殿・書院及び庫裏は江戸城紅葉山の御殿を解体して
喜多院に移築したのです。喜多院に【家光公誕生の
間】【春日局の化粧の間】があるのはこういった経緯が
あり、今でも大切に保存されています。
江戸時代は幕府の保護の下にあった為“境内を整え
て維持をすることが可能”でしたが、明治維新になっ
てから時代と共に状況は一変し、財力的にも逼迫した
“とても維持をしていくには十分ではない”苦しい時を

過ごしてきました。
明治維新の住職たちは維持するためにいろいろな事
を考えました。江戸時代には修行、学問所として一般
の方の出入りはありませんでしたが、明治になってか
らは外へ出て行くようになりました。仏教を広めお寺に
お参りに来ていたくよう地域の人たちにお話しに行っ
たわけです。
桜咲く春の季節に護摩祈願をして頂きながら境内の
桜を楽しんで頂く「長日大護摩講」という行事も明治
から始まった行事です。
狭山にも講中の方々がいらっしゃると思いますが、そ
の講中の方々と共に春の喜多院にご参拝頂きながら
諸願成就をするということもあるでしょう。
このように明治以降は、信者様・檀家様に支えられる
信仰の場所として現在まで伝わっております。
喜多院は、そうした皆様方の心からなる信仰によって
支えられているお寺です。
おかげさまで、今ではお正月を中心にとても多くの皆
様にご参拝を頂いております。
西武線をお使いになってお参り頂いている方もかなり
いらっしゃると思いますが、三が日で４０万程の
皆様方にお参り頂いて支えてられているのです。
平成２７年に四百年御遠忌祭（ごおんきさい）という徳
川家康公に感謝する
ご法要をいたしまし
た。
喜多院の隣に仙波東
照宮があります。江戸
時代までは喜多院が
一 括 して管 理 を して
おりましたが、明治維
新になり神仏分離によってお寺と神社が分けられまし
た。四百年御遠忌祭ではその仙波東照宮にも参拝い
たしました。
日光の東照宮は徳川家康公の墓所でもあり、隣の輪
王寺の奥にある金と黒の建物大猷院は徳川家光公
の墓所です。その中間にある大黒山に天海大僧正の
お墓があります。将軍家 1 代目と３代目の間で今でも
天海大僧正はお仕えしている形となっており、とともに
川越と日光の深いつながりを表しています。
天海大僧正は家康公没
後、２５回忌までの法事の
導師を務めました。半世
紀にわたって喜多院とか
かわり１０８歳で死亡する
まで、家康公・秀忠公・家
光公の３代に渡り相談役
として尽力されました。
そういった方々がいらっし
ゃったからこそ現在の喜
多
院が残ってい
るので
天海僧正寿像（108
歳のお姿）

す。

古谷君

喜多院にお出でになる機会がございましたら、是非今
日の話を思い出しながら散策していただければありが
たいです。

浜野君

最後になりましたが、私は栃木県宇都宮市にあります
『天台宗 大谷寺』の次男として生まれました。
平成２年に良縁を頂き川越に参りまして、既に人生の
半分を川越で過したことになります。
天台宗は埼玉県に多く特に川越を中心にたくさんご
ざいますが、全国的にはとても少ない宗派です。
ご本山は比叡山 延暦寺でございます。
機会があればぜひこちらにもご参拝頂ければありがた
いと思っております。
多くの方々にご参拝を頂き信仰されるようなお寺にな
るよう、私を含め職員一同精進をしてまいりたいと思っ
ております。是非今後とも機会がございましたら、川越
にお出かけ頂きまして喜多院をご参拝頂ければあり
がたく存じます。
以上

西澤様（新狭山ＲＣ 会長）
田中様（新狭山ＲＣ 幹事）
２０１８－２０１９年度、一年間宜し
くお願い致します。
石田様（新狭山ＲＣ）
いつもお世話になりありがとうござい
ます。
清水君
本日のお客様、天台宗喜多院 塩入秀
知様、お忙しい中お越し頂きありがと
うございます。卓話宜しくお願い致し
ます。
佐々木君 天台宗喜多院 塩入秀知様、狭山中央
ＲＣへようこそおいでくださいました。
本日の卓話、楽しみにしていました。
新狭山ＲＣ会長 西澤様、幹事 田中
様、一年間宜しくお願いします。
江原君
天台宗川越大師喜多院 塩入秀知様、
お忙しい中ようこそおいでくださいま
した。本日の卓話を楽しみにしており
ます。宜しくお願い致します。また、
新狭山ＲＣ 西澤会長、田中幹事、当
クラブの例会へおいでくださいまして
ありがとうございます。今後共宜しく
お願い致します。

都合により数回欠席致しました。

天台宗喜多院 塩入秀知様、ようこそ
お越しくださいました。卓話楽しみに
しています。新狭山ＲＣの西澤会長、
田中幹事、ようこそお越しくださいま
した。宜しくお願い致します。
菊田様
喜多院 塩入秀知様、本日の卓話楽し
みにしていました。宜しくお願いしま
す。
小島君
天台宗喜多院 塩入秀知様、ようこそ
おいでいただきました。お話楽しみ
にしておりました。新狭山ＲＣ西澤会
長、田中幹事、ようこそいらっしゃい
ました。
栗原(成)君会長の時間を担当します。つまらない
話で申し訳ありません。
益子君
喜多院 塩入様、今日の卓話楽しみに
していました。新狭山ＲＣ西澤会長、
田中幹事、ようこそいらっしゃいまし
た。
柴田君
今回、天台宗喜多院住職の塩入様、喜
多院の歴史をお願いします。
田端君
天台宗喜多院 塩入秀知様、新狭山Ｒ
Ｃ会長 西澤様、幹事 田中様、本日
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
感謝。
吉松君
喜多院住職 塩入様、ようこそお出か
けくださいまして心から感謝致します。
本日の卓話宜しくお願い致します。

◆次の例会◆
10 月 9 日（火）
例会臨時変更
＊13～14 日親睦旅行に振替
10 月 16 日（火）
第二副ＳＡＡ：片山会員 小林会員
クラブ協議会：ガバナー公式訪問
茂木正ガバナー

