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前回の例会 

2015年 2月 20日(金)第 1650回 

 卓話 「重要文化財の修理を終えて」 

卓話者 三上 尚嘉 会員 

例会場変更 於：開口神社 

今週の歌「日も風も星も」「堺北ＲＣの歌」 

    「かあさんの歌」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 
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事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：池田茂雄 

 

2015年 2月 27日 第 1650号 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

本日の例会 

 

時間 

 

2015年 2月 27日(金)第 1651回 

 卓 話 「わが師に学ぶ」 

卓話者 株式会社 蓬菜 

    常務取締役 田中 一昭様 

紹介者 國井 豊 会員 

今週の歌「R-O-T-A-R-Y」 

「いつでも夢を」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 2015年 3月 6日(金)第 1652回 

 卓 話 「百舌鳥・古市古墳群を 

世界文化遺産に」 

卓話者  堺市主幹 上田一也様 

 紹介者  社会奉仕委員長 中田 学 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜２月２０日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           32名 

出席会員           23名 

欠席会員             9名 

ビジター            0名 

ゲスト           0名      

1月 16日(金)の出席率   87.50％ 

 今週の歌 
「いつでも夢を」 

 
星よりひそかに 雨よりやさしく 
あの娘はいつも 歌ってる 
声がきこえる 淋しい胸に 
涙に濡れた この胸に 
言っているいる お持ちなさいな 
いつでも夢を いつでも夢を 
星よりひそかに 雨よりやさしく 
あの娘はいつも 歌ってる 
 

 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓   話 
 

 

 

「重要文化財の修復について」 

会員 三上 尚嘉 

 

堺市内の縁起絵巻物で国の指定文化財になっているのは開口神社の「大寺縁起絵巻」

だけで、他には大阪府の指定で「長谷寺縁起」があります。この大寺縁起絵巻は元禄３

年(1690年)に、当時の関白左大臣近衛基熈より奉納されたものです。絵は朝廷絵所の土

佐光起の筆になります。内容は開口神社のご祭神「塩土老翁神(尊)」の御神徳や住吉の

神との関係などの草創期の話から始まり、新宮寺の念仏寺が行基により建立されたこと

やそのご本尊の薬師如来の開眼法要に聖武天皇が行幸されたこと、また後に弘法大師と

ご祭神が対面されたこと、空也上人が参篭されたこと等を記しています。今は大阪市立

美術館に文科省の勧告により寄託しております。 

 さて、この絵巻は作成されてからすでに 320 年以上たっています。実はもう 30 年以

上前から傷みが見つかっており、美術館を通じて修復依頼を文化省に一度申請したこと

があります。そのころは堺市に文化財の窓口は考古学関係ばかりで美術工芸や建造物を

取り扱うところはありませんでした。コネの無く役所の後押しもなく、当然のようにな

しのつぶてでしたのでそのままで最近まできていました。そのころの美術館の学芸員に

浅香さんという方が居られたことは知っていました。その浅香さんが今は文化庁調査官

になっておられ、どうも大寺縁起の傷み具合を覚えていてくれたようで、その為か今回

文化庁のほうから修復したいかどうかとの打診がありました。堺市もすでに文化財課と

いう窓口がありますから、そこを通じて知らせを受けました。傷みを撮影した写真を見

てもらうとお分かりのように、広げるとぼろぼろと破片がこぼれるような状態でした。

いろいろ神社役員内部で意見もありましたが、修理にＯＫを出しました。後で判ったこ

とですが、これまで一回も手が入っておらず、約300年ぶりの修復になりました。巻物

も本紙に裏打ちが施されていない一体となる一枚の料紙であることがわかりました。こ

の例は他には厳島神社へ平清盛が奉納した国宝の平家納経があります。近世のこういっ

た巻物では珍しい方法だそうです。 

 大寺縁起絵巻の絵は土佐光起最晩年の作品でもあり、美術史的・歴史的価値が早くか

ら認められ、贅を凝らした作品ということで、大坂夏の陣で焦土になった堺の復興のシ

ンボルとも言うべきものであると考えられるとのことです。幸いにも国の補助金が費用

の75％、堺市より6.25％、住友財団の助成金が14％(自己負担の70％)有り、自己負担

が本当に少なく済み2年間で仕上げることが出来ました。主に絵具層の剥離、本紙の折

れや亀裂の修復を中心に行いましたが、今回は表裏一体の料紙なので裏側部分のしみ汚

れなどの除去が出来ず、劣化の部分補強だけに終わったので、何百年後ではなく何十年

か後に再修理を行わねばならないとのことです。今の文化財保存の考え方は現状の保存

維持が最優先で、ぎりぎりまでそれを追求することになっているそうです。今回の修復

ではまだ何十年かは持つとの判断です。 

 しかしながら写真では判りづらいかもしれませんが、以前と比べると、色彩は鮮明に

なりましたし、折れたり剥離したところは無くなりましたら、巻物が非常に見やすくな
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会長の時間 

委 員 会 報 告 

りました。以前は大部分の時代は唐櫃などに保管していましたし、戦災の中は扱いが乱

暴になっていたかもしれませんが、今後は多分保管状態が数段よくなると思いますので、

痛みの進行もすくないと期待して今後を見守るつもりです。 

 来年くらいには、利晶の杜か堺市の博物館で文化観光局などの協力を得て展覧しても

らおうと企画しています。修理後1年は外部に出さず寝かせておかねばならず、利晶の

杜で展覧しようとすれば、建築後１年は文化財の出展許可が出ないので来年くらいにな

ります。 

その折りは是非現物をご覧ください。ご案内差し上げます。 

 

       

 

「大寺さん」での例会 

会長 山ノ内修一 

 

今日は開口神社さんでの例会です。三上さんにはご無理をお願いし恐縮しています。 

インターネットで「開口神社」を調べました。今、ホントに便利ですね、「開口神社」と

入力すると関連するいろんな情報が出てきます。その中でフリー百科事典（ウィキペデ

ィア）がよくまとまっていました。 

 祭神として塩土老翁神（しおつちのおじのかみ）、素盞鳴神（すさのおのかみ）、生国

魂神（いくくにたまのかみ）の三神が祀られているとのこと。 

１０００年以上の歴史を持つ由緒ある神社であること。そこの宮司さんが我々と同じク

ラブに所属されていることを誇らしく思います。 

 堺生まれの家内は「開口神社」より「大寺さん」と呼ぶほうが馴染みがあると申しま

す。 

幼いころ祖母に連れられてよくお参りに来たそうです。特にお祭の布団太鼓が好きだっ

たとのことです。 

あれ？神社なのに「大寺さん」とは？ウィキペディアを読み進みますと出てきました。 

『通称の「大寺」はかって存在した神宮寺の念仏寺（真言宗）に由来する』と。そうか、

お寺があったからか・・・。 

 名前の由来も出てきます。昔々は「開口」を「アキクチ」と読んだそうですが、いつ

の間にか訛って「アグチ」となったそうです。「会合衆」も開口神社のそれが一番古く

有名であったということも書かれていました。 

 ところで三上さんにお願いがあります。以前「茶室」を作られたという話を聞きまし

た。 

機会があればぜひ一度見学させていただけたらと思っています。どうかよろしくお願い

します。 

 

 

 

 

国際奉仕委員会 

「タイ国内小学校 浄水器寄贈」活動報告  

国際奉仕委員長 嶽盛 和三 
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先般、2月6日(金)から2月11日(水)、タイのカンチャナブリの小学校 2校へ浄水器の

寄贈のため、会員 9名で活動してまいりました。その報告をさせていただきます。 

 

2015年2月6日(金)  

例会終了 14：30 山ノ内会長、中田会員、小西会員、嶽盛の4名は塩見幹事に関空に送

ってもらう。   

15：30  関空到着 徳田会員、宇瀬会員、辰会員の3名と合流（城岡会員、池永会員は

タイ現地で合流） 

17：20 ＪＡＬ727便 オンタイムにて出発 

21：30（現地時間）バンコク到着 

    飛行場にはRI3350地区BuengkumＲＣの中村淳氏が迎えてくれる 

23：00 ホテル到着RI3350地区BuengkumＲＣの塩谷氏に迎えていただき、城岡、池

永会員とも合流する。チェックイン後、ミーティングを行い解散、就寝。 

 

2015年2月7日(土) 

午前中ホテルでゆっくりとし、午後は皆でゴルフへ出発。夕食はカニカレーの店を中村

氏に案内いただき、その後ホテルへ。ミーティング後、解散。 

 

2015年2月8日(日) 

8:00  朝食後、カンチャナブリへ向けて出発。 

途中 NongkhaemＲＣの会長 Poonsup Leenanithikul 氏と RI3350 地区ガバナー補佐

Benjamas Boonyachai氏と合流。 

11:00 カンチャナブリ着 

   外国人基地、日本人基地（慰霊碑）参拝（全員で般若心経を読経する）。戦争博

物館見学。 

「戦場にかける橋」の舞台kwai(クウェー川)の橋を渡る。 

12:10 クウェー川のほとりのレストランにて昼食。 

14:30途中 滝の見学と ＨＥＬＬ ＦＩＲＥ ＰＡＳＳ ＭＥＭＯＲＩＡＬ（ヘル フ

ァイア パス メモリアル）泰緬鉄道建設の際、最も困難を極めた場所。日本が捕

虜（連合軍〈朝鮮人・中国人も〉）を労役に使い作ったもの。博物館見学。 

17:00 カンチャナブリ郊外の街トンパープンのコテージに到着。（20℃くらいの気温で

朝夕は少し寒いくらいの感じ） 

18:30 宿泊所（コテージ）近くのレストランにてRI3350 地区NongkhaemＲＣのメン

バー15名、堺北ＲＣ9名、BuengkumＲＣの中村さんを含め、総数25名の夕食

懇談会を開催。 

20:30 NongkhaemＲＣの方々と共にゲームを行い、明日の贈呈式の寄付を集めた。 

 

2015年2月9日(月) 浄水器贈呈式当日 

8:30 コテージ出発 

9:00 第1校目の小学校  

Baan Thama Poua School(バーン・タス・ドゥア)到着 生徒数131名 

道の両側に生徒の皆さんが整列し熱烈な歓迎を受ける。浄水器贈呈の後、Nongkhaem

ＲＣガバナー補佐Benjamasさんの司会進行でセレモニー開会。 

浄水場よりも上流にあるため、上水が浄水されていないため、石灰が含まれた上水が 

周辺地域では使用されている。また、生徒及び周辺住民は、自宅で煮沸した水を飲用と

しており、生徒は自宅から水筒を持参して学校で飲料水としていた。 

石灰は煮沸をしても完全に取り除くことが出来ないという友人の話を聞き、堺北ＲＣと

NongkhaemＲＣでのＷＣＳを実施に至る経緯を説明。 
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1. NongkhaemＲＣ会長より挨拶 

2. 堺北ＲＣ会長より挨拶 

3. 学校長より歓迎の挨拶 

   「子どもたちは飲み水を家から持って来ていましたが、浄水器のプレゼントを受

け、大変喜んでおります。」と・・・ 

4. 「水をテーマにした絵画」の優秀賞の表彰（8名） 

5. クイズ （4.の優秀賞と5.のクイズ正解の子どもたちには商品を渡す） 

6. 子どもたち全員による誓いの言葉 斉唱 

7. 堺北ＲＣ持参のエンピツを会員より手渡してお別れした。（昨日、村に野生の

象が15頭来たので危険の無いよう軍隊が警備に来てくれた。） 

10:00 第2校目の小学校（1校目から車で10分程の処）Baan Pak Lum Pilok School

（バーン・バック・ラム・ピロック）生徒数180名 職員12名 

1. 学校側より歓迎の挨拶 

2. 教育委員会代表挨拶  仏歴2528年（西暦1985年）学校が設立 

   「予算の取れないもの今回の浄水器、スポーツ用具、ＤＶＤ、テレビなどを贈呈

いただき、とてもありがたい。」 

3. NongkhaemＲＣ会長挨拶（ＲＣ ＷＣＳ水質保全プロジェクトにより共同実施

したことを説明、浄水器のメンテナンスの約束） 

4. 堺北ＲＣ会長挨拶 

5. 「水をテーマにした絵画」の優秀賞の表彰（8名） 

6. 2校の生徒合同による御礼の踊りと演奏 

   （高学年女子生徒の踊り、男子生徒楽器演奏、低学年女子生徒の踊り） 

7. 堺北ＲＣ持参のエンピツを全生徒に手渡した。 

8. セレモニー会場にて昼食をいただく。 

12:30 NongkhaemＲＣと共に解散する。 

  

13:30 River Kwai Villageにて入浴、休憩 

16:00 出発（夕食会場へ） 

   NongkhaemＲＣのメンバーと共に夕食懇親会 

21:00 ホテル チェックイン 

 

2015年2月10日(火)  

夕刻までフリータイム（ゴルフ、観光、ショッピング‥） 

17:00 ホテル出発（NongkhaemＲＣ例会場へ） 

18:10 例会場到着（レストラン：私共の帰国を考慮して例会場を空港の近くに変更して

下さった。） 

18:40 食事開始（ガバナーを待って） 

19:20 例会開始（ＳＡＡの司会による） 

1. NongkhaemＲＣ会長挨拶 

   2. 堺北ＲＣ会長挨拶 

   3. 堺北ＲＣ会員紹介 

   4. RI3350 地区ガバナー挨拶 

   5. バナー交換、ニコニコを渡す（終了のドラを打つ） 

    NongkhaemＲＣ会員によるダンス（一緒に踊りの輪に入る） 

20:30 例会場を後にし飛行場へ 

 

2015年2月11日(水)  

00:40 ＪＬ728便にて帰国の途に・・・ 

7:40 関空着 お疲れ様でした！ 
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広報委員会 

「ロータリーの友」２月号のご紹介 

広報副委員長 池田茂雄 

 

1. 左開き  

(1) ＲＩ会長メッセージ（１ページ） 

ロータリーストーリーを分かち合いましょう。 

(2) 世界に広がるネットワーク（８ページ） 

アメリカ、カリフォルニアの田舎町での出来事。踏切手前で一時停止は交通違反。 

  (3) 第４回 財団学友会全国大会（16ページ） 

    2014年11月15日 東京都江東区で開催、62人参加。 

 (4) タイ山間少数民族の生徒寮（18ページ） 

    清水中央ＲＣが、井戸掘り支援。 

 (5) ロータリーデー（26ページ） 

    北見ＲＣが 2014年 7月 18日に、ロータリーデーと銘打って収穫祭を開催した。 

 (6) ロータリー特別月間（38ページ） 

   2015年7月から変更され、３項目無くなり、４項目新しくふえる。 

 (7) ロータリー財団の資金モデル（40ページ） 

   運営費のほぼ全てを投資収入によって賄ってきたのを、改めることとなった。 

安定したリソースを確保。 

2. 右開き  

 (1) ちょっと知りたい木のはなし（４ページ） 

    木を伐って使うことは、環境破壊だ。 

 (2) 九州初のＥクラブ誕生（23ページ） 

    例会場なしで、ネット上で会合するＥクラブ誕生のはなしです。 

 

親睦活動委員会 

例会変更及び「出羽海部屋」ちゃんこ会のご案内 

親睦活動委員長 徳田 稔 

 

会員の皆様、「ちゃんこ会」のご案内です。 

大阪場所の季節がやってきました。恒例の新師匠・親方・お相撲さんを囲んでの“ちゃん

こ会”を祥雲寺にて開催させて頂きます。 

是非、ご家族・ご友人等お誘い合わせのうえ多数のご参加をお待ちしております。 

記 

日  時： 平成２７年３月１３日(金) 

場  所： 祥雲寺（出羽海部屋 大阪場所宿舎） 

開始時間： 午後６時３０分 

会  費： 会員・ロータリーファミリー 

ご家族・ご友人 ４，０００円 

 小学生未満はご招待 

※準備の都合上 ３月１０日（火）までにご連絡願います。 

以上 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

幹 事 報 告 

 

 

山ノ内修一会員 徳田さん、タイの写真有難うございます。いい思い出になります。 

三上尚嘉会員 本日は当神社へよくお越しくださいました。 

徳田 稔会員 先週休みました。皆様に迷惑かけたと思います。すみません。 

嶽盛和三会員 開口神社様お世話になります。 

辰 正博会員 欠席ばかりでどうもすみません。 

藤永 誉会員 あさっての日曜日、落語愛好会の多数ご参加お待ちしております。午後

１時に山之口商店街奥野晴明堂ホールさんです。 

 計 ２４，０００円 

 

 

 

(１)配布物 

  ・週報・ロータリーの友２月号 

 

(２)他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺清陵ロータリークラブ  

 3月5日(木)→例会場のみ変更 ホテル第一堺 地下 1Ｆ「酬星帆」 

   3月26日(木)→3月29日(日)10時～16時 献血奉仕活動 イオンモール堺北花田 

   4月16日(木)→4月19日(日)春季家族会 嵐山方面 「花の家」 

 ・堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

   3月10日(火)→同日16：00～「阪神高速道路モグラ工法工事現場見学会」 

 阪神高速道路大和川線建設現場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑ ＨＥＬＬ ＦＩＲＥ ＰＡＳＳ 

ＭＥＭＯＲＩＡＬ 

↑現地ロータリアンの方々と夕食懇親会 

現地ロータリアンの方々と共に・・・ 

 ↓ Baan Thama Poua School訪問 

生徒の皆さんから熱烈な歓迎を受けました 

↓寄贈した浄水器 
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↓浄水器試飲会「アロイ！」 

↓Baan Pak Lum Pilok School訪問 

↓「水をテーマにした絵画」の優秀賞の表彰 

 

↓浄水器の他にスポーツ用具、ＤＶＤ、テレビなどを贈呈 

↓生徒たちがお礼に演奏や踊りを披露してくれました 

 


