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１９６０年、松下電器産業（現パナソニック）の創設者、松下幸之助が病気だったころ 旦 年
に浅草寺に拝んだ。そして、治ったためそのお礼として門及び大提灯を寄進し、現在

の雷門が完成した。

　あけましておめでとうございます。会員の皆様には、

ご健勝で新しい年をお迎えになられた事とお慶び申し上げます。

　昨年は私の不徳の為全国大会後に会員半減して以来の退会者、

加齢や介護の為の休会者があり、多難な１年になりご心配をお掛けしました。

今年の干支は丙申、申年です。陰陽五行の木火土金水の組み合わせでは

丙は火の兄、申は金の陽、熱く硬いイメージの年です。

猿と言えば日光東照宮の白馬の神厩舎の長押の上の「見ざる言わざる聞かざる」です。

会員各位には例会に参加され「なんでも見て、言って、聞いて」下さるようにお願い致します。

兄弟会の「東京」は２５周年、「横浜」は１４年、「千葉」１３年「当会」は１２年目になります。

全国PHP友の会も４０周年になり、新しい企画を準備中です。関東地区では第一回　東日本

松下幸之助生誕祭がPHP研究所東京本部（豊洲）で１月２３日（土）に、埼玉ではセミナーを

４月２４日（日）、５月１４日（土）～１５日（日）９年ぶりに「関東甲信越地区１泊交流会」を

伊奈の埼玉県県民活動総合センターで開催します。ピンチを会員の皆様の潜在能力を

発揮され、永遠の課題であります「定例会」「野外活動」「特別例会」の活性化に御協力

お願い致します。昨年の漢字は「安」「爆」「戦」「結」「五」でしたが、今年は「PHP」の“物心

両面の調和ある豊かさによって平和と幸福をもたらそう”の漢字にしましょう。

― 新春の浅草雷門―

　　　　    ● ●● 新 年 の ご 挨 拶 ●●●

　                     埼玉ＰＨＰほんとうの時代友の会々長　笠原  三郎

埼玉ＰＨＰ「ほ」友の会
毎月１５日発行　（通巻５５号）

　　発行日　 平成２８年　1月１５日

（埼玉ＰＨＰほんとうの時代友の会） 　　発　 行  埼玉ＰＨＰ「ほ」友の会

会報　1月号
　　発行人   会　 長    笠原　三郎

　　会報編集室　        斎藤　克己

                               （企画・文責）
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　・さいたま友会関係者５名⇒西村、加藤、吉田、藤井、倉石

　・一般フリー参加者１３名⇒秋山（河本友人）、曲淵（青山友人）

　　若林、 佐久間、山形より男性5名、女性4名（９名笠原会長関係）

　　　　　　　　　JR川越駅１１：００出発…（徒歩10分）⇒11:10①＜毘沙門天＞妙善寺…（同20分）⇒11:40

　　　　②＜寿老人＞天然寺…（同３０分）⇒12:20③＜大黒天＞喜多院 (40分昼食休憩） 13:00…

集合場所 川越駅をチョット遅れ　１１：０５出発！

川越

江戸時代には親藩・譜代の川越藩の

城下町として栄えた都市で、

「小江戸」（こえど）の別名を持つ。

城跡・神社・寺院・旧跡・歴史的建造物

が多い。

川越駅より10分で到着

…⇒ ①＜毘沙門天＞妙善寺 
不動明王を本尊とし、脇には阿弥陀如来、
観世音菩薩、毘沙門天が安置されています。　　　

埼玉PHP「ほ」・埼玉むさしのPHP 各友の会合同開催

 　　　　　　川越の「七福神」は、室町時代末期頃より「七難即滅、七福即生」の説に基づく七福神信仰

　　  　 　　といわれていた。  七福とは清廉－恵比須天、有福－大黒天、威光－毘沙門天、愛敬－弁

         　　財天、人望－福禄寿神、寿命－寿老人、大量－布袋尊と申された。 江戸時代には七福神　    

　　   　　　巡りをして、 無病息災・家内安全など諸願成就を願う大勢の人々が寺社をめぐり参詣して

◆ 『２8年度  １月定例会』　報　告
　　　　　　　　　　　　　　　新春　野外活動

「小江戸川越七福神めぐり」

  ４、コース行程 

　　　　　 （同５分）⇒13:05④＜恵比寿天＞成田山…（同15分）⇒13:30⑤＜福禄寿神＞蓮馨寺

　　　　　…（同25分）⇒14:05 ⑥＜布袋尊＞見立寺…（同15分）⇒14:30⑦＜弁財天＞妙昌寺

        　　 いた。なお 「小江戸川越七福神」巡りは、全行程約6ｋmゆっくり歩いて約3時間40分です。

　１、日　 　　時  　平成２８年１月１０日（日）　　１1：００～１５：００

  ２、集合 場所 　 JR川越線・「川越」駅 改札口 スーパー「成城石井」前 １１：００集合（厳守）

  ３、出　席　者 　・埼玉PHP「ほ」関係者２１名⇒ 青山、上田夫妻、笠原夫妻、樺澤、小西

   　斎藤、佐藤、鈴木彰夫妻、鈴木（美）夫妻、鈴木（康）、中山、平岡、水澤、宮田夫妻

 　　山下、吉川　　　・埼玉むさしのPHP関係者４名⇒ 前島、瀬川、河本夫妻

　　　　　参加者総計４３名　≪敬称略・順不同≫

 　　　 …（同15分）⇒東武川越市駅＝電車＝東武川越駅１５：００ 現地解散
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妙善寺 より徒歩20分で到着。　

　　　…⇒ ②＜寿老人＞天然寺

天文２３年（１５５４）９月開山

栄海上人によって創建されました。

境内には慈母観音像、

六地蔵尊　等があります。　　　　　　　　

　

喜多院への途中、　中院に立ち寄り

中院は桜の名所

としても名高く、

本堂前の枝垂桜は

特に有名である。

緑豊かな境内は

四季折々の表情で

人々を楽しませて

くれる。

…⇒③＜大黒天＞喜多院　　　　　昼食40分
寛永十五年（１６３８）の火災後の再建時には、

江戸城内の　「徳川家光誕生の間」が書院、

「春日局化粧の間」が客殿として移築されました。　

現在、多くの文化財や正月３日の初大師・

だるま市、五百羅漢などの見どころや行事があり、

川越大師として親しまれています。

喜多院境内にて参加者の記念写真　（各人の名前は省略）
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　…⇒④＜恵比寿天＞成田山
川越通町八幡神社境内に不動堂を

建立し、ご本尊は成田山新勝寺の

不動尊のご分霊を安置しました。

嘉永６年、空堂となっていた久保町　　　　　　　　　　　　 

（現在の地）に本行院を再興　しました。

新設の講堂は、あらゆる催事に

広く活用され、集いの場

としてご利用されています。

…⇒⑥＜布袋尊＞見立寺
見立寺は文政１１年（１８２８）３月２５日、

石原火事により類焼、さらに天保１１年

（１８４０）４月８日に焼失している。

再度の火災　により、古文書等も現存

していない。現本堂は、明治１４年　　　　　　　　　　　　　　　

（１８８１）に建立されたものである。　　　

…⇒⑦ ＜弁財天＞妙昌寺
妙昌寺は、日蓮宗大本山池上本門寺

の末寺として法眞山と号し、永和元年

（１３７５）今から六百余年前、池上

本門寺第四世（四代目の貫主様）

大鷲妙泉阿者梨日山聖人により現在の

幸町に開創され、開山は法眞院日意上人です。　　　　

　お疲れの様子でしたが、皆様全員、「無事成し遂げた！ …」 という爽やかな面々でした。

　全行程約６ｋmの長丁場を、途中の喜多院での昼食時間を含め4時間弱のウォーキング。

　ペースはゆっくりでしたが、最終巡拝の弁財天を祀ってある 「妙昌寺」 に到着した時は、さすがに

　…⇒⑤＜福禄寿神＞蓮馨寺
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新年会の会場 １５：１０～１７：３０

JR川越駅東口 中国料理「上海酒家」　　

◆◆ 情報の窓 ◆◆ Ａ担当者…進行担当

　○ 平成２８年度・今後の定例会予定 Ｂ担当者…「信条・誓い」 担当

定例会開催日 活　　動　　内　　容 Ａ担当者 Ｂ担当者

　＊散会後、ご都合の良い方による新年会を盛大に開催いたしました。

＜参加者32名＞

 ２/ 　６　（土） 　「税金のおはなし」 　講師：水澤尚之氏 中 　山 笠　 原

 ３/ １2　（土） 　講演会　「私のラグビー人生」　  講師：小倉光雄氏 内 　波 平　 岡

(元全国ＰＨＰ友の会副会長/ＦＵＷＡＫＵ CLUB＜シニア・ラグビ－クラブ＞）

 ６/ 　５　（日） 　野外活動 　「氷川参道クリーン活動」
― ―

　（埼玉ＰＨＰ３友の会・合同開催）

　○定例会の活動内容及び日程の変更について

 ４/ 　３　（日） 　野外活動 　「お花見会」　　　会場：大宮公園 ― ―

　（埼玉ＰＨＰ３友の会・合同開催）

５/１４（土）
～１５（日）

 「ＰＨＰ友の会・関東甲信越地区一泊交流会 in埼玉」
― ―

会 場：埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）

　○ 「ＰＨＰ友の会セミナー・ベーシック編」を埼玉で開催いたします。 
　　　　・開催日 　４月２４日（日）、 １３：００～

　  　　・会　場　　さいたま新都心西口ホテルブリランテ武蔵野４F With You さいたま　視聴覚セミナー室　　

　　　　・対　象  　全国ＰＨＰ友の会会員・個人会員・法人会員・賛助会員

　  　　・参加費 　全国ＰＨＰ友の会会員は￥500・その他の方は入会費必要

　　　＊ＰＨＰ友の会セミナーには、①ベーシック編 ②アドバンス編 ③エキスパート編の３つのカリキュラム

　　　・３月定例会のメーンテーマは、「ＰＨＰ友の会文庫」の勉強会を予定していましたが、文庫が廃刊に

　　　  なりましたので、急遽、元全国ＰＨＰ友の会・副会長の小倉光雄氏に「私のラグビー人生」の講演を

　　　  お願いしました。なお、日程も第２土曜日の３月１２日に変更いたしましたのでご注意ください。

　　  ・５月定例会は、「ＰＨＰ友の会・関東甲信越地区一泊交流会 in埼玉」を５月１４日（土）～１５日（日）

　　　  に開催することにしましたので、この行事を当会の５月定例会として扱います。

　　 　 なお例年恒例の「氷川参道クリーン活動」は、６月５日（日）に変更し実施することにしました。

　　　　 があります。これらすべてのカリキュラムを受講された方は、後日、レポート提出を経て、全国ＰＨＰ

　　　  友の会「素直アドバイザー」認定資格を取得できます。

　　　　 なお、セミナーの具体的実施内容等、後日お知らせいたします。
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  １、日　　 時   平成２8年２月６日（土）　　１３：３０～１６：４０  （注意　１３：３０開始です。）

  ２、場     所 シーノ大宮センタープラザ５F

さいたま市桜木公民館　講座室１　

　　越前の野水仙

  ３、プログラム  ＜進行担当：中山氏＞
「私たちの信条」「五つの誓い」「立腰と瞑想」⇒唱和担当：笠原氏

「会長のあいさつ」

「3分間スピーチ」
　＊各人１テーマ3分間（厳守）のスピーチです。

 　 

上記講座の 「 質問に応えます。 」

・5月定例会 「ＰＨＰ友の会・関東甲信越地区一泊交流会 in埼玉」

　（5月14日（土）～5月15日（日））の説明　

　各会員の役割分担と協力依頼　　　　⇒笠原会長

・「ＰＨＰ友の会セミナー・ベーシック編」４月２４日（日）

　　埼玉開催について 　⇒笠原会長

「次回定例会のご案内」及び「各種情報交換」　⇒笠原会長・事務局

「閉会のあいさつ」　　　　　⇒加藤顧問

●定例会＆懇親会の出・欠の連絡　

　  ・斎藤事務局長　 TEL 048(297)0631  携帯　090（2765）2519

 　　　　　　　　　　　　　　     e-mail： asaitoka0631@m8.dion.ne.jp

●その他の連絡先

  　・笠原会長　    TEL 048(649)7838＜FAX併用＞ 携帯　090（4363）3639

　　　　　　　　　　　　　　　　  　 e-mail：bubu862000@aa.cyberhome.ne.jp

      ・１３：４０～１５：００

＜途中１０分間休憩＞

      ・１５：１０～１６：００

〇 2月定例会のメーンテーマ

      ・１３：３０～

      ・１３：３５～

◆ 『 ２8年度・2月定例会 』　のご案内◆

税金の新講座 「税金のおはなし」

          ＊ 『２8年度・２月定例会』への参加 出・欠のご連絡は、早目にお願いいたします。

　　　　講師：税理士 　水澤　尚之氏

      ・１６：００～１６：１５　　　

      ・１６：１５～１６：３０　　　

      ・１６：３０～１６：４０　　

      ・１６：４０　　

＊閉会後、有志による懇親会を開催予定しております。
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おまけの写真付録
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