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第1742 回例会

先週（第1741回例会）の記録

点鐘  

会長会務
元会員の原田 進さんがお見えになっています。
11 月 20 日・四国香川へ行って参りました。
往復のバスのサロンでは振る舞い酒と花のれんさ
んご提供の料理をいただき、思い出に残る家族レ
クリェーションでした。
11 月 22 日、福島県沖を震源とする M7.4 の
地震がありました。鳥取県中部地震以後どのよう
な地震が来てもおかしくないといわれていますの
で、日頃から防災知識、地域の訓練に参加して安
全に過ごしましょう。
東部 5RC 合同ゴルフコンペは残念ながら来年
3 月頃に延期となりました。賞品をお届けいただ
いた平野幹事、当日参加された皆様、ご苦労様で
した。
幹事報告
＊ 12 月のロータリーレート ＄1=106 円
＊境港 RC より 例会場変更のご案内。
12 月 6 日より Asian Resort Dining アグニ
＊鳥取大学 広報誌 風紋 No.51（回覧）
＊Ｒ財団 100 周年寄付金 合計 53,000 円を
送金いたしました。（チャリティゴルフ含む）
出席率
11 月 25 日 会員 50 名欠席 13 名 72,92％
11 月 11 日 メーキャップ
９名
100％
今年度 2 度目の 100％出席達成！
スマイル
＊原田 進様／皆様のお顔を拝見したくなり、お
邪魔しました。宜しくお願いします。
＊森下哲也会員／①倭島副会長、本日は宜しくお
願いします。②家族レクリェーションを企画、
参加の皆様ありがとうございました。③金比羅
山の階段、365 段で U ターンしました。
＊倭島昭博会員／①親睦・出席委員会の皆様、香
川うどん県での家族レクリェーション大変お世
話様でした。大変楽しかったです！感謝。②東
部 5RC ゴルフコンペが延期になり、平野幹事
様には大変ご苦労をおかけしました！
＊平野敏和会員／①家族レクリェーション、親睦
委員長をはじめ委員会の皆様、ありがとうござ
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＊ビジター・ゲスト紹介。
＊いよいよ１２月です。天候不順や中部地震など
今年も色んな事がありました。来年が明るい年
になるように仕事を通して地元に貢献しましょ
う。
＊２４日から東京へ出張したのですが、１１月の
雪を体験しました。電車も遅れるなど東京は雪
に弱い所です。
＊来年は明治維新から１５０年目です。バランス
のとれた「花仕事」と「米仕事」を続けましょう。
＊１２月は疾病予防と治療の月間です。
幹事報告
＊年忘れ家族会の出欠席の締め切りは１２月８日
（木）です。お早めにお願いします。
＊配布物：ロータリーの友１２月号、ガバナー月
信 No. ６
＊例会終了後、定例理事会と IM 実行員会を開催
します。
委員会報告
＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊副会長より
＊雑誌委員会

＊その他

卓話「明治維新は薩長因備の力」


映画監督

森本良和氏
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いました。又、参加者の皆様お疲れ様でした。
② 5RC 合同ゴルフコンペ参加の皆さん、お疲
れ様でした。春、がんばりましょう。
③金本さん、前週はありがとうございました。
＊金田卓也会員／①会議で米子南 RC 波多野会長
にお会いし、IM コ・ホストクラブとして全員
登録を確約したいとの事でありがとうございま
すと伝えました。②レクリェーション楽しかっ
たです。親睦出席委員会さん、お世話になりま
した。写真ありがとうございます。
＊生馬美津雄会員／①皆勤やっと 10 年になりま
した。②原田さんいらっしゃい、お久しぶりで
す
＊西尾正博会員／会長、米山奨学生交流会では、
大変お世話になりました。有難うございました
＊児島 良会員／土江さん、お世話になりました。
＊土江富夫会員／写真、ありがとうございます。
＊多田一昭会員／親睦出席委員会の皆々様、琴平
ではお世話様でした。
＊岡本安量会員／家族レクリェーション参加の皆
様、おつかれ様でした。親睦出席の皆様、ご協
力ありがとうございました。
＊森原義博会員／①レクリェーションお疲れ様で
した。特に岡本委員長の段取り等とても感謝し
ています。また、子どもがうちだけの参加だっ
たせいか、沢山の物を買っていただきました。
次の親睦旅行には財布を忘れてもよさそうな感
じです。②先日のゴルフは悪天候で残念でした。
ただ、その景品を幹事がわざわざ自宅まで持っ
てきていただき感動でした。優しい平野さんを
初めて見ました。
＊牧浦康寛会員／①家族レクリェーション 土江
さんありがとうございました。②倭島さん、写
真ありがとうございます。③岡本さん、親睦委
員会の皆さん、ありがとうございました。
＊狩野義仁会員／①先日の家族レクリェーション
ありがとうございました。②土江さん、松島
さん、ごちそう様でした。③倭島さん、写真あ
りがとうございました。
＊田中好洋会員／倭島さん、写真ありがとうござ
いました。
＊葉狩弘一会員／家族レクリェーション、すっか
り忘れていました。申し訳ありません。
＊太田匡彦会員／無断欠席しすみませんでした。
＊早退・遅刻他 3 件
合計３６，０００円
＊ロータリー財団特別寄付：1 件
メーキャップ会員
11 月 21 日 山下卓治会員 鳥取中央 RC へ
ゴルフ同好会 平井義一会員
5RC 合同ゴルフコンペは降雨による悪天候で延
期となりました。来年 3 月にはみんなで優勝め
ざしてがんばりましょう！
卓話 「お寺の話アレコレ」

曹洞宗景福寺住職 山根 宗信会員
まずは、自己紹介をさせていただきます。
昭和 48 年生まれの 43 歳です。家族は両親・
妻と 6 歳と 4 歳の息子がおります。趣味は旅行・
ゴルフ・カラオケ・ギター・お酒を飲む事です。
特技は後方宙返りです。
お寺で生まれ育ったということもあり、将来は

お坊さんになるであろうと思っておりました。
僧侶になるべく曹洞宗の本山、福井県は永平寺に
修行にまいりました。永平寺は修行が厳しいこと
で有名ですが、意外と心地よく 4 年間、良い修
行ができたと自負しています。
曹洞宗景福寺は、今から 650 年ほど前の南北
朝時代に、兵庫県猪名川町に建立されました。そ
の後、姫路城主池田輝政公の家老、荒尾氏の庇護
を受け、姫路城下に堂宇を修築いたしました。更
に、国替えにより荒尾家に従って岡山・鳥取と変
遷し、現在の鳥取景福寺が四遷の地となっており
ます。現在私で４７代目です。
景福寺には大坂夏の陣にて戦死した豪将『後藤
又兵衛』の墓や、絵師で谷文晁の実弟である『島
田元旦』の墓があります。日本における最初のア
イヌ語辞典とも称すべき報告書を作成しておりま
す。
どうぞ、お参りしていただきましたら幸いです。
普段何気なく使っている仏教に関する言葉をご
紹介します。
★洗面（せんめん）
もともと仏教の言葉で、単に顔を洗うことでは
なく、毎日の修行の一環であり、心身清浄にして
煩悩滅却であると説いておられます。
★数珠・念珠（じゅず・ねんじゅ）
食事をする右手『浄指』（じょうし）と呼ばれ、
用を足した後におしりを拭く左手『不浄指』（ふ
じょうし）と呼ばれ、この清くない左手を清浄に
する為、また、仏教徒としての証として数珠を左
手に掛けるのであります。また、数珠の玉一つ一
つは、仏・菩薩・如来・天・神といった全ての仏様・
神様などであり、人間の煩悩は 108 つと言われ
ていることから、掛けることによって煩悩をお引
き受け頂くという意味もあります。
★塔婆（とうば）・墓（はか）
塔婆と墓は同等の意味があります。塔婆とは、
古代インドの発祥で『ストゥーパ』が由来となり
『ストゥーパ』が『卒塔婆』になり、略して『塔婆』
と呼ぶようになりました。
★お経
お経とは、仏教徒の為の教えを説いた『経典』
のことです。内容は非常に難解ですが、種類は俗
に 84,000 種と言われております。
そのほか、焼香や線香の種類や、戒名、お布施、
住職への道のりなどのお話をしていただき、お寺
の用語クイズを楽しみました。
最後に、宗教とは、一般に人間の力や自然の力
を超えた存在を中心とする観念であり、またその
観念体系に基づく教義・儀礼・施設・組織といっ
たものの社会集団であります。
特に仏教においては、社会生活においての儀礼
や作法、自己の鍛錬、生活の安定、ご先祖のご遺
徳の宣揚、といった人を豊かにする教えや教義が
詰まっています。私もまだまだ修行が足りません。
諸先輩方に近づくべく研鑽したいと思います。
次週例会予定
２０１６年１２月９日（金）第 1743 回例会
卓話 「長引く咳に要注意」会員 竹内一昭さん
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