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本日の例会
2016 年 1 月 22 日(金)第 1693 回
卓

話 「大阪刑務所で学ぶ」
時間

卓話者 大阪刑務所 篤志面接委員
山口 三男 様
紹介者

笹山 悦夫 会員

今週の歌 「日も風も星も」「リンゴの唄」
われ
「堺北ＲＣの歌」
お客様の紹介
いつの
出席報告・会員総会・会長の時間
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
○皆出席表彰（１月度）
藤永 誉会員(4 回)

前回までの例会
2016 年 1 月 15 日(金)第 1692 回
卓
話 「 寺守五十年 」
卓 話 者 那須 宗弘 会員
今週の歌 「君が代」
「奉仕の理想
「バースディソング」
お客様の紹介
出席報告・会員総会・会長の時間
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
○会員・奥様誕生祝い（1 月度）
畑中一辰会員( 1 日)木畑 清会員( 2 日)
塩見 守会員(11 日)奥野圭作会員(17 日)
宇瀬さゆみ様(13 日)中田のり江様(17 日)
〇結婚記念日（１月度）
國井 豊会員(15 日)池永隆昭会員(22 日)
小西幹夫会員(23 日)

今週の歌
『日も風も星も』
さわやかな朝だ われわれはロータリアン
いつも微笑み いつも元気で さぁ出掛けよう
日も風も星も ラララ光るよ

＜１月１５日(金)の出席報告＞
会 員 数
31 名
出席会員
24 名
欠席会員
7名
ビジター
0名
ゲスト
1名
12 月 11 日(金)の出席率
80.64％

『リンゴの唄』
赤いリンゴに 口びるよせて
だまってみている 青い空
リンゴはなんにも いわないけれど
リンゴの気持は よくわかる
リンゴ可愛(かわ)いや可愛いやリンゴ

次週の例会
2016 年 1 月 29 日(金)第 1694 回

時間

「 テーブル会議 」

2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ

「世界へのプレゼントになろう」
Be a Gift to the World
国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC）
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卓 話
「 寺守五十年 」

時間

那須 宗弘 会員

私は昭和 39 年に祥雲寺へ出家しました。当時寺にはまだ水道もなく、都市ガスもあり
ませんでした。 檀家も少なく、いい加減な記憶で行くと、７０軒もなかったと思いま
す。
当時私の師匠の佐藤和尚はなかなか魅力的なひとで、何人もの人が居候をしていまし
た。多分戦争の傷がまだ少しあった様に思います。
此の様に少ない檀家でひとを養えたのは祥雲寺を護持してくれる檀信徒に素晴らしい
人が多くいたことと、奥さんの力が在ったからだと思います。 此の人は女医さんで今
の泉陽高校卒業、女では当時素晴らしいい博士課程を 2 つも持った東京女子医専の卒業
で、当時、大阪大学医学部の客員教授をしていたそうです。
佐藤和尚自身も冗談で私達に「儂（わし）は紐やで」とよく言っていましたのを懐か
しく思います。
扨、私が寺に入った時、まだ祥雲寺の中は麦 3 合と白米７合の御飯で、おかずは１汁
1 菜の精進でした。野菜は今の祥雲寺の駐車場が畑で自分達が出した排泄物を肥料にし
て、町中で肥しやりをしていました。今は全て水洗便所になり、肥しやりは終わりまし
た。
又、当時、小僧は靴下禁止で肌着の上に学生服を直接着ていました。もちろん暖房も
禁止で、住職の部屋にだけ火鉢が在り鉄瓶が掛けられていました。 夜は毛布がありま
せんが、自然と力が入り温かく成り疲れて眠りました。
起床は 4 時半頃で、七輪に薬缶を掛けお茶が沸くまでの間廊下拭きです。
又目が覚めると、住職の部屋の前に正座をして、お早うございますと声を掛けるのが習
わしでした。
しかし、小遣いは大変沢山頂いていた様に思います。実家の小遣いは 600 円です。此
の 10 倍は有った様に思います。
寺の外での買い食いは禁止で、月末に預金させられて通帳は和尚が管理していました。
私の親父は私が出家した時泣いていた様に思います。
当時小僧部屋の何もない部屋に夜に来て一緒に何日か寝ていました。
親父は、辛かったら何時でも直ぐに帰ってくる様にと、何回か言っていたのを覚えて
います。
最初の 1 ヶ月位は本当に私も辛くなって毎日の様に泣きました。
しかし 1 ヶ月も過ぎると寺のゆったりとした時間が好きでお寺に馴染んでいました。
私が今でもお寺で一番悔しかった事は、進学の時 定時制の高校に入れられたことで
す。
今ではお陰でひとには色々事情が在る事がよく分かった様に思います。
また当時私自身は佐藤和尚を尊敬していませんでした。禅宗の坊主は学力ではなく、
修行の力でいくらでも出世できるが口癖でした。今誰もお坊さんの修行に興味がありま
せん。
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世の中の人は、もっと実践的実利的に動いていると思います。 世の中も公平公正が正
しく数値化され、 お寺の在り方も例外では在りません。数値で価値や活動しているか
どうか判断されます。少しでも自分で稼ぎ、自分の寺を立派にしたり、納税する事が和
尚に求められ、又、制度化もされていると思います。
私がその１人で、寺の収入を増やす為に日夜法事 葬式に明け暮れているのが事情です。
今、御釈迦様の存命の時の苦と今の苦の在り方に違いがあると思いますが、苦は存在
します。
生き方の問題も現代人の悩みであります。老いも老い方に今も不安が付き纏うのも事情
です。病より複雑に成って来ています。今も昔も変わりません。
長い時間の間に釋迦仏教が変わったのです。いや変えたのです。お坊さんが自分達に
とってより扱い易い様にして行ったのです。
アショーカ王の出現、その結果仏教から本質が見失われ哲学がある様に、又長い歴史
を掛けて必要に応じて変わって行くと思います。
私はそこまで生きられません。私の出来るだけの事をして人生に幕を引きたいと思い
ます。
残りは又来世で頑張りますので、皆さんも来世での私の活躍を見守って頂きます様、
お願い致しまして、終わらせて頂きます。

会長の時間
時間

会長 坂田 兼則

新年明けましておめでとうございます。
先週は、堺９RＣクラブの新春合同例会にたくさんの会員にお集まりいただき有難う
ございました。
クラブとしては今週が本年最初の当クラブ例会場での例会でありますが、昨年上半期
は皆様の御協力で無事、３５周年事業をはじめとして各事業を無事遂行することができ
ました。今年の下半期も各委員長さん初め会員の皆様の御協力をもって事業執行をして
いきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
現在、堺には 13 の RC がありますが、そのうち美原ＲＣ、又昨年大阪千代田 RC が
名前も堺利晶ＲＣと変え、その所在を堺に変わってきました。
しかしながら、堺ＲＣ連絡会には美原ＲＣは以前から入っておらず、又今年からは堺
フェニックス、堺フラワー、堺利晶の各クラブは連絡会を脱会し、
KUMATORI 向日葵クラブを含めた４クラブで「四葉会」を作られました。
ですから今年の新春合同例会も堺９クラブ新春合同例会となりました。
ただ、堺９ＲＣ連絡会も四葉会も地区においては正式に地区に登録等はされていない
任意団体ということであります。
ちなみに、新クラブ誕生においては RI に届け出るその地域については、何々市及びそ
の周辺地域ということでよいらしいです。
以上昨年の堺 11RC 連絡会における変更をお知らせさせていただきました。
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委員会報告
親睦活動委員会
「親睦委員会＆グルメの会」ご案内（再度）
時間
親睦活動委員長 城岡 陽志
親睦活動委員会とグルメの会の共催で下記の通り、企画いたしております。まだ人数の
余裕がございますので、ご家族お誘いの上、ご参加くださいますようお願いいたしま
す。
記
～天然河豚を老舗料亭で味わう～
日時 : 平成２８年２月１３日（土）18:00～
場所 : 堺・宿院 かき豊 中店
堺市堺区宿院町東２丁２の１２
会費 : 10,000 円（会員、会員の奥様共）

坂田兼則会員

TEL 072-233-1467
以上

ＳＡＡ報告
時間
おめでとうございます。
今年も皆様よろしく。

池田茂雄会員 先日、中川会員には「歩け歩け」に参加するきっかけを与えて頂き、有
難うございました。当分は一日一万歩を目指します。
徳田 稔会員 長い間休ませてもらいました。
今年もよろしく。
那須宗弘会員 ヘタナ卓話ご辛抱下さい。
山ノ内修一会員 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げま
す。
中田 学会員 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。山ノ
内会員お年玉ありがとうございました。
藤永 誉会員 本年もよろしくお願いします。
嶽盛和三会員 新年おめでとうございます。お年玉を兼ねて少し多めにニコニコとさせ
ていただきます。
奥野圭作会員 初例会、おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
合計 ３４，０００円
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幹事報告
（１）本日の配布物
・週報

時間

・三上会員より開口神社干支置物

（２）幹事報告
・月間例会出欠事前連絡のお願い
・1 月度理事会開催の連絡

そ の 他
第５回定例理事会
2015-16 年度理事会構成メンバー

時間

坂田、中田、辰、藤永、池永、池田、城岡、中川、塩見、澤井、笹山、山ノ内
計１２名中８名出席により理事会成立
日 時

2016 年 1 月 15 日（金）例会後

場 所

南海グリル天兆閣別館「ローズ」

議 案
1. 堺 9RC 連絡会
別紙議事録参照 -報告
2. タイ ノンケーム RC より姉妹クラブ・・・
友好クラブ （承認）
姉妹クラブ 条文等をやり取りしながら前向きに検討
3. 米山・財団 各 1 万任意寄付再開
次週例会時に小西、山中両委員長から通達のうえ翌週から寄附受付 -承認
4. 事務局冬季休暇と冬季ボーナス -承認
5. その他
a.ガバナー補佐訪問の日程について 2/12 -承認
b.1/19 堺 9RC 連絡会にて 2/26 の外部卓話ご紹介 -承認
c.互輪会 3/29 開催 -承認
１月度 堺９ＲＣ連絡会
日 時 2016 年 1 月 19 日（火）16：00～
場 所 サンパレス （ホスト：堺泉ヶ丘 RC）
＜連絡事項＞
1. 堺 11ＲＣ連絡会を 2016 年 1 月から堺９ＲＣ連
絡会に変更について（堺おおいずみＲＣ）
・１１月度堺 11ＲＣ連絡会以降、堺フェニック
スＲＣ、堺フラワーＲＣから新たに「四葉会」を設立したため、この連絡会に参加しな
い旨の書簡を各クラブ宛に届いた。よって、２０１６年度１月から堺９ＲＣ連絡会で運
営することを確認した。
・連絡会は決議機関ではないが、連絡会に入会、退会する場合のお互いが遵守する約束
事が必要との認識に到り、次年度の連絡会の引き継ぎ申し合わせ事項に明示すること
を確認した。
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・１月からの連絡会の議案として提示し、数回の各クラブでの意見聴衆もからませて、
かつ、付随する連絡会の運営のやり方で見直しが必要と思われる事柄についても検討
していくことを確認した。
2. 新春合同例会について（堺ＲＣ）
・堺ＲＣが「新春合同例会」を担当していただけることを確認した。併せて、運営には
各クラブも支援することを確認した。合同でのガバナー公式訪問も含めて運営するこ
とも確認した。
・予算については前年の残金は堺ＲＣが引き継ぎをした。そして、各クラブからの拠出
金で運営する。
・新春合同例会・合同ガバナー公式訪問のプログラム内容について堺ＲＣから説明を受
けた。
3. 黒川ガバナー補佐のご挨拶について（堺ＲＣ）
・黒川ガバナー補佐から就任の挨拶をいただいた。
（堺ＲＣに所属）
・新春合同例会・合同ガバナー公式訪問には、辻ガバナーと参加する。各クラブにお願
いしている各クラブの概要を早急に届けてほしいと要望された。
・今年度は各クラブへのガバナー公式訪問ができないので、黒川ガバナー補佐が代わっ
て各クラブのクラブ協議会に参加して各クラブの活動報告を受ける形にする。各クラ
ブのクラブ協議会の日程を連絡してほしい。
4. その他
・互輪会の予定：３月２９日（火）聖丘ＧＣ（堺ＲＣ）

新年を祝し乾杯！

米山奨学生ソ・ミンジさん 奨学金授与
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