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皆さんこんばんは、今日は大勢いらっしゃるような感
じがして嬉しいですね！ありがとうございます。
先週の例会で山崎職業奉仕委員長の卓話がござい
ました。話の内容は会報に入っておりますが、司法書
士さんの仕事はどういうものなのか、よくわかりまし
た。弁護士さんと司法書士さんの仕事は、似ている部
分がある、司法書士は大変だ！ご老人が痴ほう症に
なり、お金をたくさん持っていて、そのお金をどう管理
していくのか！司法書士さんに相談すると良いという
事もわかりました。呆けてしまったご老人でたくさんお
金をもっていたら、お金を取られてもわからないのでは
と思いがちですが、そうではない！まさに職業奉仕で
すね！山崎委員長の卓話ありがとうございました。
1 月 26 日の土曜日に草加市ボースカウト・ガールス
カウト連絡協議会の新年会に出席して参りました。皆
さんボーイスカウト・ガールスカウト、ご存知ですか？
前情報で挨拶を言われるかもしれないと言われており
ました。私はボーイスカウト・ガールスカウト全く情報が
頭の中に無かったものですから、ある程度調べておか
ないと挨拶を言われて時に何も話せないとおもいまし
て時間をかけて調べてから行きました。結果私には指
名はなかったのですが、驚いたことは高橋昌夫会員が
第６団の育成会長をおやりになられていて当日いらっ
しゃいまして、後ろから声をかけていただきびっくりしま

した。皆さん、ボーイスカウト・ガールスカウトが何をさ
れているか知っています？キャンプなどしているでしょ
という事はだいたいわかると思いますが、何のために
やっているのか！私は今保護司をしていまして、今日
も保護観察で少年の家に訪問してきました。１８歳で学
校も辞め、仕事のしていない！ずっと自宅に籠りっき
り！親は仕事に出て不在、４．５ヵ月前から仕事をする
ように指導しているのですが、面倒くさい外に出たくな
い・人と会いたくない等ばかり言っています。なんでこん
なことになってしまうのか！私も本当に仕事を探すよう
にと指導しているのですが、「来月から探しますと」と言
っても全然探さない！幼児教育・青少年教育は本当に
重要なのではないか！ボーイスカウト・ガールスカウト
などをやっているとアウトドアはもちろんのことながら、
団体生活において色々なリーダーシップをとらない場
面があって今の学校教育にはない所を教えてくれてい
るのだと新年会で皆さんの挨拶を聞いていて思いまし
た。もしお子様がいらっしゃいましたら小さいお子様か
ら二十歳過ぎまで色々な段階があるのでお子さんを入
れていただくと将来立派な大人になるのではないかと
私は思いました。ご興味がある方は高橋昌夫さんにご
相談していただければと思います。本日もよろしくお願
い致します。
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みなさんこんばんは、久しぶりにここに来ました。皆さんの元気な姿がうれしく思います。私は少し体調を崩し
ており、明日から入院です。内臓ではないので生還してまいりますのでまた迎えて下さい！
今日はピンチヒッターという事であまり用意はしておりませんでしたが少し前に友人に頼まれて話したこと
お手元に配布したものは昔の記事ですが、初代のことはあまり伝わってなく、三男が代表になり、何か調べて
みようと国会図書館に行きましたらこの記事があったようです。勲章を貰えたのは地球儀でではなく、星座早見
盤、学校での普及ということなのです。そこに至る話を話させて下さい。
築地本願寺、インド風の建物です。北インドにぶったが誕生した 2500 年前
までに伝えられてきた宗教はバラモン教でした。信者側にするとその教えは
僧たちが華美になっていき、信者にとっては負担が大きくなる傾向にあり、
それに反対するような宗教哲学が盛んになっていました。その時代に王族
出身のブッタが誕生しました。
皆がよくなる教えを説き、広がり続いてきました。
どの当時の宇宙観は須弥山（しゅみせん）宇宙の中に高い山があり、海や川、太陽と月が回っているという宇
宙観、何千年も続いた宇宙観です。
これは私が思ったことですが、世界一高い山々があるヒマラヤ山脈ではないかと考えますが、ここがどうして世
界一高い山になったかと言うと、海の痕跡を見ますと、インド大陸が移動により、アジア大陸とぶつかり、押上げ
たのでヒマラヤの上には貝殻化石が結構出てくるとの話です。元は南極にくっついていた、氷の下に大陸はあり
ますので、そこは茶色の砂漠、オーストラリア・インド・マダガスカル・アフリカ南方の砂漠は赤っぽい特徴があ
り、みんな同じ砂漠だった！こんなふうに押し上げられたので、もの凄く高い山があるという宇宙観だったのでは
ないかと言う私の推測でございます。
私が会長をしている渡辺教具製作所の創立者、渡辺雲晴は明治生まれの浄土宗西本願寺派の僧侶でし
た。若くして西本願寺の門主になった大谷光瑞は地理学にたいへん造詣が深かった方です。1899 年には清朝
の中国を 5 か月かけて視察しています。その折のレポートを作成して、イギリス王立地理学協会へ送付し、アジ
ア人として初めて王立地理学協会の会員に推挙されました。その後ロンドンに留学してから地理学専門家とも進
行を交わしました。その後お父様が亡くなり日本に帰らなくてはならなくなりました。当時大乗仏教は本筋ではな
い、と言うような間違った見解がヨーロッパにはありました。それを打破するために、大谷探検隊を組織してイギ
リスから帰る途中に調査を始めました。日本は大乗仏教が伝わっていました。小乗仏教、今はタイ・ベトナム・ミ
ヤンマーに伝っています。小乗仏教の方が本筋ではないかと言うヨーロッパの人達もあったので、よけいに証拠
を見つけようという意欲を持っていらした。大乗仏教に関して探査しようと思った方です。
大谷探検隊をこの頃、またよく調べられているので色々な資
料が出てきましたが、このような探検隊を出す前にスウェー
デン・イギリス・ドイツなどは国家が探検隊を出しました。この
探検隊より広範囲の探検をしました。行っていない土地を調
べ上げよう、宝物があったら持帰ろうとの考えでしたが、この
方は違いました。そこにある仏教の遺跡をきちんと調べようと
いう事でやり
ましたので、第 3 次の探検隊に対してはチベットからはダライ・ラマからの正式な招きがあり、日本からは若いお
坊さんが 2 人行きました。
第 1 次探検隊、インドに行きましたが、その時インドであったのが伊東忠太と言う方で、この方が築地本願寺、
お寺らしくない建物を建築した非常に有名な建築家です。この方も大谷光瑞さんにあったのでいろいろ勉強した
と言っています。
初代はシンガポールに赴任して門徒向けの広報誌を作っていました。1913 年ごろ、浄土真宗西本願寺派の
22 代鏡如上人が元気な時でシルクロードでの第 3 次大谷探検隊を派遣していたような時期にインドにも行ったと
のことです。それから地球儀を製作しようと考えたようです。その後も研究に取り組み 1928 年からは築地本願寺
の近くに住み、月報の編集にかかわり毎日のように通っていました。本願寺の勧めもあり地球儀制作会社を始
めたと聞いております。1937 年 40 歳後半になってからです。

この写真は戦後の写真です 1950 年くらいに私どものご先祖様の
渡辺雲晴さんもここにいます。築地本願寺で地理の会議をしていました
ここには国土地理院の院長さんクラスのちりの権威の方々もいます。
今話題になっています築地市場、市場ができる前は海軍の大きな
組織がありました。海軍の大きな組織があって、渡辺家の小さな自宅が
あって、築地本願寺があるという形でした。広大な敷地、今でいうと朝日
新聞や癌研なども入っているような広大な土地の中に海軍の施設が
あって、そこの海軍の「水路部」という組織があり、それが渡辺教具に
何の関係があるのかと最初に聞いた時には思っていました。
「水路部」想像して下さい！夜真っ暗な中で海軍の船が進行して行く時に
何が目印かと言うと「星」なのです。天体の地図が良くわかっていれば水の道を進めるので、になるとそこには天文
のエキスパートの方達がいました。その方々に星座を教わったという事がわかっています。明治生まれの人にして
は英語が話せた人で大谷光瑞さんに感化された、孔子のことや地図のこと、とても興味を持っていたようです。
戦後作った代表的なものが地球儀のほかに、星座早見盤、おわん型になっています。普通に作ると南の空が横
に伸びている図を、おわん型の円盤にして補正した星座早見
盤は特許を取り、学校で受け入れられて、今日の渡辺教具
があります。天文学に寄与したという事です。
戦後は築地本願寺に勤務しつつ、このようなことをやってい
ました。
地球儀と天球儀を同時に作られると言うことをヨーロッパ
では大航海時代に始まりました。大航海時代、海の目印をど
こにしたらよいかわからないと困るので航海を間違わないで
行かれるようになっていたのですね！
この記事が見つかり、きちんと伝えてなかったことが掘り起こされました。
私が嫁に来た時にはおじいちゃまは寝たきりになっていてあまり話さない方でしたが
私の写真を枕元に持って行きましたら別嬪さんと言ってくれたのでおじいちゃん大好
きです。
学校教室用のポータブルプラネタリウムは初代が 50 年も前に製品化したもので
今でも販売しています。
私の代になってできたのは、詳細な月球儀、火星儀などです。月球儀はお陰様で
JAXA のかぐや探査機がもの凄い成果をもたらしたので世界一良い地球儀です。
NASA の関連の方がウェーブで天文のサイトを作っていますがそこでも絶賛されて
います。うちの作りと言うか情報が良いのです。衛星による画像がどんどん美しく
なってきているので、その情報を反映しています。
奈良県高田市にあるキトラ古墳は西暦 600 年後半ごろに建てられた古墳ですが、埋葬者の天上にはその当時の
星座としてもっともよい状態のものが見つかりました。この平面の星図を立体にして、その当時の方がどのように
見たかと言う天球儀の注文が 4 年前に来ました。当時としては王侯・貴族のお墓にあった星図です。
この時代の星図の一部やデザイン化された天文図であれば
エジプトやギリシャなどにもっと古いものが残っていますが、
精緻な地図としての星図として世界で一番古いのはキトラ古墳
の石室天上の天文図なのです。
渡辺教具で制作した透明球体にしたキトラ天文図は現在、奈良
の飛鳥資料館に展示されています。
2 年前からは大日本印刷株式会社と組んで、フランス国立図書館に所蔵されている 1,500 年ぐらいから作られた
地球儀・天球儀の復刻の仕事が来ています。大航海時代の貴重なものです。アラブの天球儀は金属製できれいで
す。制作だけではなく、2 階に「ミニ博物館、地球＆宇宙」というスペースを作りました。皆さんにも以前来ていただき
ました。ありがとうございました。
10 数年前から地元の小学校 4 年生に夏の星座のお話をしています。見学にいらっしゃるのは近くの方と言うわけ
ではなく、遠くからもいらしています。
ご清聴ありがとうございました。

山口昭人委員長
＊2 月 19 日の例会について
シュガー・ヒルで行います。ご家族の皆様を
お誘いいただき多くのご参加を
お待ちしております。宜しくお願い致します。
＊森・二階堂杯第 2 回ゴルフコンペについて
4 月 2 日（火）になりました。
運が良ければ昨年同様にさくらが満開という事
もありますのでそちらも楽しみにしていただけれ
ばともいます。宜しくお願い致します。
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6
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出 席 報 告
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23
ＭＵ
2
出席率
67.57

飯山英彦会長エレクト
2 月 19 日～22 日の日程で企画しました。ピントン・
ブカウェ公立高校に対する奉仕事業（スマートテレビと
プロジェクター寄贈）の贈呈式があります。ご都合のつ
く方はご参加をお願い致します。おみやげとして渡辺
教具さんの地球儀と世界地図を持って行きたいと思い
ますが、他に良いアイディア品がありましたらお寄せい
ただければと思います。宜しくお願い致します。

皆さんこんばんは、先ほど森会長から司法書士さんの
仕事は財産管理と相続などの仕事とおっしゃっていま
したが、私も山崎先生にお願いしましたらロータリー価
格でチョー格安でやっていただけました。
＊３月１６日（土）「ジンダイアケボノ」の贈呈式を行い
ます。午前１０時から市長をお招きして行います。
案内は改めてお知らせいたしますので宜しくお願い
致します。また、この日はインターシティミーティング
（ＩＭ）を「四季亭」で開催されます。詳細は追ってお
知らせいたします。
＊確定申告用の領収書を（財団・米山寄付）本日配布
いたします。再発行は致しませんので宜しくお願い
致します。

森
勇一会長 本日は渡辺美和子会員の卓話、とても楽しみです。頑張って下さい。
二階堂祐司幹事 今日夕方越谷 RC の直前会長の会社に遊びに行ったら、
「今日の例会その格好で行くのか？と
言うからそうですよ！」と答えたら越谷 RC ではネクタイをしないと例会場へは入れてくれな
いそうです。すいません！
飯山 英彦会員 渡辺美和子会員卓話ありがとうございました。
牛山 信康会員 とにかく北風が寒いです。明日はもっと寒いそうで、私の仲間は明日ゴルフをプレーします。
ティーグランドで倒れないよう 18 ホールホールアウトして下さい。
岡田 明久会員 毎日寒いですね！寒いのはキライです。渡辺さん、暖かい話をお願いします。
川井 大輔会員 渡辺会員卓話ありがとうございます。
勝浦 雅和会員 渡辺さん卓話ありがとうございます。
加藤 芳隆会員 渡辺会員の卓話を楽しみにしています。宜しくお願いします。
木村 博行会員 渡辺さん卓話よろしくお願いします。ご無沙汰してすみません。マグナス君より出席日数が
少なく面目ないです。２月からがんばります！
篠宮 時雄会員 渡辺会員卓話よろしくお願いします。
鈴木 秀世会員 毎日寒い日が続きますが皆様元気ですか。渡辺さん卓話よろしくお願い致します。
関
洋会員 渡辺美和子さんの卓話、世界地理の勉強になり、期待しています。
田中 和郎会員 来がけにテレビをみていたら、ちゃんこ鍋の特集をやっていました。
今日は鍋で暖まりたいですね。
高橋 昌夫会員 休みが続いて申し訳ありません。夜風の寒さが身にこたえます。
富永
悟会員 渡辺会員卓話ありがとうございます。
中村 孝明会員 渡辺会員の卓話楽しみにしております。
長谷部健一会員 寒いですね！！今日は渡辺さんの卓話よろしくお願いします。
山崎 秀美会員 大変寒いです。体に気をつけて！ 渡辺会員卓話楽しみです。
渡辺美和子会員 皆様お久しぶりです。本日は会田会員のピンチヒッターとして急遽卓話をさせていただきま
す。お聞き苦しいところもあると思いますがどうぞよろしく
福本 孝昭会員 渡辺会員卓話ありがとうございます。明日、アコスホール 7 階で経済講演会を行います。
お時間がある方はぜひご参加してみて下さい。
来栖 勝幸会員 渡辺美和子会員、本日の卓話楽しみにしております。
松田 龍美会員 お世話になります。1 月初めての例会出席です。今年もよろしくお願い致します。

