
　皆さん、こんにちは。本日は卓話をお願いし
ております安積国造神社宮司安藤智重様をお
招きしております。
　さて、事業復活支援金というのをご存知でしょうか。コロナ
で3年前・2年前・去年と11～3月のひと月と比べて30～50％
売上が減った場合に支援金が貰えるという制度ですが、もし
申請される方は早めにお手続きをなさって頂きたいと思います。
　5月15日1時半集合で、王庁にて麻雀大会を開催します。
奮ってご参加の方を宜しくお願いします。

会長挨拶 福島佳之 会長
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総員／93名　出席／42名　欠席／51名
出席率／45.16％　前回修正率／100％
他クラブ出席／7名

出席報告
佐藤　聡 委員長

◎安藤智重宮司をお迎えして。卓話を楽しみ
にしています。
 福島佳之君、阿部充宏君、山口松之進君
 伊野泰司君、今泉正規君、橋本謙一君
 佐藤　聡君、橋本　勝君、宮川雄次君
◎安藤智重宮司を歓迎致します。今年は秋季例大祭実施で
きることを願っています。
 湯浅大郎君
◎安積国造神社安藤宮司様のお話しを楽しみに参りました。
ご活躍とご健勝とお祈り致します。
 安倍元雄君
◎安藤宮司、卓話楽しみです。艮斎先生の本を買わせて頂き
ました。勉強致します。
 池田達哉君
◎安藤宮司様の入会を歓迎致します。
 初瀬照夫君、堀川紀房君
◎安藤宮司のお話しを楽しみにしています。結婚・誕生のお
祝いを頂きました。ありがとうございました。

 遠藤友紀晴君
◎結婚祝いの素敵なお花、ありがとうございました。
 石井祐一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

幹事報告
　郡山西RCの創立55周年で、スポンサーク
ラブとしての尽力について感謝状を頂きました。
次に、5月の例会変更のお知らせです。5日はこどもの日のため
休会。19日はビューホテルアネックスで午後6時から、26日は場
所が郡山ビューホテル本館となりますので、お間違えのないよう
にお願い致します。

阿部充宏 幹事

郡山RC創立記念日例会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第29回例会
令和4年5月19日㈭
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トヨタL&F福島㈱
代表取締役社長 阿　部　賢　輔

☎ 943‒3051　　943‒3587
〒962‒0001  須賀川市森宿字安積田194

郡山生コン須賀川㈱
生コンクリート製造販売

代表取締役 綾　 　哲　志

☎ 0248‒75‒4111　　0248‒75‒4110

新会員紹介
　武居厚志さんをご紹介します。昭和42年のお
生まれで、大学は摂南大学です。今年の4月か
ら工場長として出向されました。ご家族は奥様とお子様二人、趣
味はスポーツ観戦、ゴルフは非常に上手だそうです。

新城義雄君

新入会員挨拶

　私は保土谷化学に1992年に入社し、筑波研究所を経て
1998年より郡山工場に赴任し18年間勤め、2016年10月か
ら横浜工場長を襲名しましたが、郡山に骨をうずめてくれと言
われ、再度郡山工場長ということで戻って参りました。前回
2016年当時に富田に家を建てて家族と一緒に住んでおりま
したが、既にその家は人に貸しておりまして、今回は単身赴
任で別に部屋を借りて住んでいます。今後とも宜しくお願い致
します。
 所属　　親睦活動委員会
 推薦人　神山英司君、新城義雄君

執行役員郡山工場長　武居厚志君
保土谷化学工業㈱

　5月は青少年月間です。これに合わせて12
日の例会は「こども食堂」をテーマに、郡山市こども政策課の
方に卓話を頂く予定です。こども食堂の現状や、我々にでき
る応援の方法など、力のこもった講演になる筈ですので、楽
しみにして頂ければと思います。

青少年奉仕委員会報告
平松敏郎 委員長

　本日の卓話は、安積国造神社の宮司安藤
智重さんです。儒学者である安積艮斎の研究では全国第一
人者で、本も書かれています。今日は大変深い話を聞かせて
頂けるものと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

プログラム紹介
山口松之進 委員長

ゲスト卓話

安積国造神社
　　　　　  宮司　安藤智重氏

「儒学者安積艮斎について」

　1月に「マンガで読む儒学者・安積艮斎（あさかごんさ
い）」という本を文芸社から出しました。私は今、安積国造
神社の64代目の宮司ですが、第55代の宮司の三男が安
積艮斎であり、安積国造神社が生家になります。以前は、
郡山の偉人と言えば安積艮斎が有名でしたが、最近は
久米正雄や宮本百合子、中條正恒など、郡山生まれでは
無い方々がだいぶ有名になりましたので、安積艮斎につ
いてもっと社会に発信していかなければならないという使
命感から、色々調べを進めておりました。この本が出る前
に注釈書等も書いておりますが、記録が全て漢文のため、
安積艮斎は簡単に研究できません。そこで、安積艮斎を
簡単に分かって貰おうと、文芸社の方から漫画でやって
みたらどうかという話が来て始まったわけです。制作の途
中で新しい事実が分かってきたのですが、今まで本人だ
と思われていた肖像画が単なる別人であったという事。漫
画の中では、安積艮斎は放蕩乱発で天真爛漫な感じの
人間であると、門人が証言していることを伝えましたので、
程々の艮斎のイメージを創作して貰いました。
　安積艮斎は安積国造神社の三男に生まれたわけです
が、当時の安積国造神社の宮司が二本松神社も兼務し
ていたこともあり、7～13歳ごろまでは二本松城下に住ん
で、二本松藩の儒学者に勉強を習っていたようです。13
歳で漢詩の詩集も作り、当時から非常に学問好きだった
ようです。16歳の時に名主の家に養子に出されましたが、
そこは自由に学問をする環境になく、それが辛くて、出奔と
いう形で17歳にして江戸に出ました。偶然にも佐藤一斎
を知るお坊さんと出会い、その紹介で佐藤一斎の門に入
りました。一斎の門人には艮斎の他に渡辺崋山や佐久間
象山がおり、尚歯会という会で一緒に海外事情の情報交
換をしていたようです。佐藤一斎に3年間学んだのち、さら
にその師匠である林述斎先生にも学ぶことができたわけ
です。それで艮斎は中央との太いパイプができ、24歳の

時には江戸に塾を開いて学問を教えていましたが、全部
で2,280名ぐらいの門人の名前が記録されています。その
記録が安積国造神社に残っており、県の文化財になって
います。約200人の門人が有名になって名前を後世に残
しているということで、単なる学者というだけでなくて教育
者としても功績があった人です。艮斎は陽明学や仏教や
色んな思想を取り入れて、善なるものを全部取りなさい、そ
して一つの学派にこだわってはならないという考え方を
持って後進を指導していました。ですから艮斎の門人達も
広い心で学問をして実践し、それを世の中に役立てなけ
ればだめだと書いております。例えば艮斎が日本史につい
て書いた本がありますが、それは日本史の事実を書くこと
に主眼があるわけではなく、その日本史の話の中から、ど
ういう教訓を持つべきなのか、社会を良くしていくためには
どうすればいいのか、というのを書いています。やはり艮斎
は歴史学者というよりは思想家であるということです。そし
て朱子学を主としていましたが、それだけにこだわらず、広
い価値観を持った人です。それだけ功績のある艮斎のこ
とですから、私もご先祖の顕彰お疲れ様ですと思われる
のが一番困るので、やはり郡山の皆様で盛り上げて頂き
たいと思っております。
　なかなか偉人の顕彰というのは難しくて、放っておきま
すと都合の良いような歴史がどんどん作られていきますの
で、本家本元の地元でしっかりと伝えていかないといけな
いと思います。やはり郡山が守らなければ誰も守ってくれま
せんので、皆さんに是非加勢を頂きたいということをお願
いします。
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