
会 長 報 告

地区大会が今週の土曜日、来週の日曜日に近付いてまいりました。
皆様方の絶大なるご協力宜しくお願いしたいと思います。
本日第10回定例理事会がございまして、その報告をさせて頂きます。
・社会奉仕担当クラブ討論会が来月ございますが「春日山原始林を
未来へ繋ぐ会」というタイトルで卓話をして頂くことになりました。
・RYLAについて、来月15～17日にかけて福井県であります。水野青
少年奉仕委員長のお知り合いの方で、岡崎卓也さんに行って頂くこ
とに決定しました。
・地区大会のＭＵですが、皆さんお持ちのこの冊子の 後にＭＵカー
ドがついてありますが、それは4月12日の分で、土曜日も御出席さ
れた方はＭＵ扱いになりますので、覚えておいて頂きたいと思いま
す。
・クールビズについて、5月1日より行いたいと思います。
・地区委員の委嘱について、次年度地区ガバナーより、危機管理委
員会委員に冨川さん、東日本災害復興支援特別委員会委員として有
井さんの就任の連絡があり、了解いたしました。

委 員 会 報 告

髙野副幹事
既にご案内しておりますが、例会後次年度理事会を開催致します。
そこのドアを入ってすぐ左に旧葛城の間がありますので、そちらで
行います。お間違えの無いようにお願い致します。地区大会委員会
の方で、先にお使いになられるようですので、終わり次第開催致し
ます。
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2014-15年度当クラブテーマ

『ロータリアンとしての

誇りをもって』

四つのテスト

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

例会状況報告

第36回 4月7日
通算1735回

◎会員数 ７９名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５３名
◎欠席者 ８名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ８９．１９％

第34回 3月24日
通算1733回の修正

◎会員数 ７９名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５３名
◎欠席者 １５名
◎補填者 ２＋７名
◎出席者 ６５名
◎出席率 ８９．０４％

例会プログラム

第37回4月14日

通算1736回

１．開会の点鐘

２．ソング

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ 都築由美様

「現代ことば事情と美しい

日本語のすすめ」

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 北河原 公敬

「ロータリーは心くばり」



RID2650：武藤地区大会委員
先ほど来、地区大会のことがちらちら話に出ておりますが、いよいよ残すところ3日でござい
ます。我々地区関係者は（北河原会員が）ガバナーになられるということで足かけ3年前から
地区のことに携わってまいりまして、任期としては6月いっぱいまでガバナー（年度）がある
訳でして、地区大会で終わりという事ではないのですが、皆様方に色々地区研修・協議会など
でお世話を掛けて参りましたが、この地区大会が皆様方にご協力頂くものでは 後ではないか
と思います。各それぞれの担当の方に関しましては6月いっぱいまで仕事がある訳ですが、一
番の集大成というか、地区大会が我々の年度の大きな行事になるのではないかと思います。奈
良大宮ロータリークラブがホストクラブですので、しっかりとやりたいなと思っております。
今日皆様方の状差しに、当日の再確認（事項）の文書を入れております。先週も途中までお話
させて頂いておりましたが、当日の11日、12日のことにつきまして、私が読み上げと補足をし
たいと思いますので、暫くの時間お付き合いいただきたいと思います。
（武藤地区大会委員による概要の説明）
私の方から、ご報告は以上でございます。本当に残すところ3日でございます。先週も有井幹
事長から「私は何をするんだ」という方はいらっしゃらない、ということでございましたので、
皆さんご自分の行動はお分かり頂いていると安心はしておりますので、しっかりとした地区大
会にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

RID2650：野﨑地区大会委員
例会終了後、当日4月11日の会長幹事委員長会議並びにＲＩ会長代理歓迎晩餐会の担当になっ
ている受付誘導の方の打合せをしたいと思いますので、よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

・米山賛助会員等のお願いについて
米山梅吉記念館より、①1口3000円の賛助会員②100円募金③春の大祭への参加のお願いがきて
います。回覧いたしますので、ご賛同される方は、リストにご記入ください。
・緑の募金について
例年のことですが、緑化啓発推進活動への募金要請です。募金箱を緑の羽根を回覧いたします
ので、ご協力をお願いいたします。
・バンビシャス奈良の試合ご招待について
プロバスケットボールチーム、バンビシャス奈良の4月18日、19日に行われる試合の招待券を
30枚、頂戴しました。ご希望の方は、幹事までお声かけください。
・来週の例会について
今週末の地区大会で疲労困憊されると思いますが、来週4月14日は、通常どおり例会を開催い
たします。地区大会はＭＵ扱いとなりますが、例会へのご出席をよろしくお願いいたします。
なお、地区大会本会議が行われる12日は、選挙が行われます。投票をすまされるか、期日前投
票をされてから、地区大会にご出席ください。

卓 話

伝香寺学園理事長・宗教法人 律宗 代表役員 宗務長 西山 明彦 様
「鑑真和上のおしえ」

本日はガバナークラブから呼んでいただき名誉なことで光栄に思っております。僧侶であり
ながら一番苦手な事が喋ることなのです。ですから30分間お聞き苦しいところが多々あると思
いますがよろしくお願いいたします。
唐招提寺は、鑑真和上が753年、8世紀中頃に唐の国からお出でになりまして、そのストーリー
は井上靖さんの天平の甍などで紹介されております。また教科書にも紹介がありまして学生さ
んもよくご存じのとおり12年間かかりました。5度失敗しまして6度目にやっと日本にお着きに
なりました。5年間東大寺でお住みになった後、残りの5年間を唐招提寺でお過ごしになりまし
た。その鑑真和上のおしえにつきまして今日はお話申し上げたいと思っております。
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はじめに唐招提寺一年間の行事を少し紹介させてもらいます。正月の修正会というお祭りで
す。奈良の古いお寺は全て懺悔行から始まります。みなさんが正月に神社に参拝してついでに
お寺に参拝する時には、お寺の正月のお参りの仕方は、まず去年の懺悔をしていただいてから
今年がよい年でありますようにと願うのがお寺のやり方です。それから餅談義といいまして、
日本中のお餅の名前を面白おかしく読み上げます。日本では神様仏様にお供えをするのは、お
酒かお餅なのです。唐招提寺ではお酒は駄目で、昔は日本中のお餅を集めることは出来なかっ
たのですが、その餅の名前を抑揚つけて一番下の小僧が面白おかしく読みあげて今年も平穏で
ありますように願います。それから本年は4月25日、26日と写経会があります。瓊花（けいか）
といいまして、鑑真和上の故国、揚州の花で、ガクアジサイのようですが、木そのものはオオ
デマリ、コデマリの様相を呈しています。珍しいお花ですので、5月中頃から公開が始まりま
す。そして5月19日は皆さんご存じのうちわまきです。唐招提寺中興の祖、覚盛というお坊様
の命日であり、法華寺の尼僧がハート型のうちわを奉納したのが始まりで、700年間続いてい
ます。それから6月5日～7日の開山忌があり、鑑真和上坐像や東山魁夷氏の襖絵が公開されま
す。新聞発表がありましたが、御影堂というお堂は、昭和35年に移築したが、かなり傷んでき
まして解体修理が決まりました。ですから今年の6月の公開が 後になります。それから修理
に入りますので3～5年間は拝観出来ないので、是非今年ご覧になって下さい。夏は有名な蓮が
あります。唐招提寺の蓮は、非常に種類が多いことで有名です。秋は萩が綺麗です。観月会が
あり金堂がライトアップされます。そして念仏会と申しまして南無釈迦牟尼仏（なむしゃかむ
にぶつ）を唱えます。お釈迦様をご本尊としてその代表が西大寺のご本尊です。そして秋は、
紅葉が沢山あります。そして、除夜の鐘です。隣の薬師寺は、一晩中突いていますが唐招提寺
は108回しか突きません。
唐招提寺の説明は終わりまして本題に入りたいと思います。鑑真和上が日本にお出でになった
のは754年です。どういう目的で来られたか。日本から若いお坊さん二人が迎えに来ます。そ
の二人に20年間付き合いましたので、日本の状況を聞いておられました。それで鑑真和上は、

小限度で一番適切なものを持っていこうということで、仏教に関しましては、梵網経という
お経がまだ普及していないのでこれを持っていこうと思われました。そして天台教学、50年後
に日本の比叡山、 澄が広めた天台教学のテキストを持ち込みました。 澄がそれを東大寺の
図書館で見てこんなテキストがあるのかといって、唐へ入られて、日本に戻ってきて比叡山で
天台宗を開くのです。ですから天台宗の元祖と言われています。そして医学に関しましては、
鑑真和上は日本のお医者様の 初の方と伝わっています。医学を伝えた、その漢方が正倉院に
残っています。日本の文化の発展に寄与された、私達が朝食を食事する時の、味噌などのレシ
ピから材料全て鑑真和上がお持ちになられました。このように日本の文化に多大な影響を与え
たので、鑑真和上の名前が医学と食事関係のいろんなところに残りました。その鑑真和上が一
番大事にした梵網経についてですが、どんなことが書かれているか。盧遮那仏という宇宙観を
書いています。真ん中に盧遮那仏とうい大きな仏様がお出でになって、その周りに蓮弁があり
ます。一枚の蓮弁に100億国の世界があると言われています。これが梵網の世界です。仏教、
インド哲学、インド人が考えた世界観というのは、今の宇宙論に合っています。そして東大寺
の大仏殿、唐招提寺の盧遮那仏は、梵網経というお経を使っているので、ご本尊が同じなので
す。東大寺の大仏の蓮弁に有名な世界が表現されています。3000世界、いわゆる一基100億国
の世界が表現されています。宇宙には蓮弁一つに100億、何弁かの蓮弁が集まったら何千億の
世界があるという発想です。これが唐招提寺、東大寺の梵網経に基づく世界観です。
仏教がどのように伝わったか。赤色の線は玄奘三蔵が17年間で、唐の長安（現在の西安）から
インドのガンダーラという大学へ行って、仏教のテキストを沢山持って帰りました。17年かか
りました。青色の線は、500年掛ってインドから唐の国といいますか、隋の前、紀元前に入っ
てきたルートを示しています。ですから17年で往復するのがいかに早かったかがわかります。
玄奘三蔵がお持ちになったのは、インドで本来のあるべきお坊様の姿を隋の国で実現したもの
で、それを日本の遣隋使や遣唐使がその事を聞いて奈良へ持ち帰って、インドのお坊様の生活
を実践しようとしました。日本人は1200年前からすごく真面目ですので、元々の仏教の基本形
を日本で実現しました。青色の方は500年掛りましたので、変化してきました。インドは温か
い国なのでベジタリアンですが、ヒマラヤを越えると寒いので植物ができません。どのように
生きていたかというと、羊を糧にして生きていかなくてはなりませんでした。お坊様にとって
お釈迦様の教え、いわゆる経典は絶対ですが、お坊さんが生きてゆく為の戒律、つまり決め事
が変わっていきました。そうしないと仏教がお坊さんによって伝わっていきません。どのよう
に変わったかと言うと、インドでは生き物全てを殺してはいけません。それが梵網経では、50
0年かけて変わってきました。不殺生戒から不故殺戒、ことさら殺してはいけないと変わって
きました。つまり生きんが為の食物連鎖は仕方がないと変わりました。2番目の不偸盗戒、人
のものを盗むな。これはインドも梵網経も考え方は同じです。3番目の不婬戒、インドでは男
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女関係は駄目で、独身生活を送りますが、梵網経では不邪婬戒、奥様以外の浮気はいけないと
変わっていきます。そして4番目の不妄語戒、嘘をついてはいけません。これは同じです。5番
目の不飲酒戒、お酒を飲んではいけません。インドでの経典で原本を見ますと、心を惑わすも
のを服用してはいけないとあるようです。心を惑わすものを漢字で酒と訳したので、ずっと我々
1200年間解釈に悩んでいます。私は薬物だと思います。薬物を服用してはいけないと考えると、
梵網経では不酤酒戒とは、売買をしてはいけませんということなのです。
戒律についてですが、戒というのは自律的、いわゆる法に触れないけれどしてはいけない事で
す。今、日本でいう倫理道徳のことです。律というのは、法律で罰則があります。
お釈迦様はどんなことをおっしゃったのか。一番古い聖典があるのですが、日本語に訳すのが
20世紀になったので、日本の僧侶は知らなかったのですが、私達が接しているのは、中国の隋・
唐の漢字が も進んだ難解な文章をいまの日本のお坊さんが読んでいます。ですからほとんど
意味がわかりません。紀元前の経典が見つかりまして、そこにお釈迦様の本当におっしゃった
と思われる事がどんどん出できます。その内容は、諸々の愚者に親しまないで、諸々の賢者に
親しみ、尊敬すべき人を尊敬すること。これがこよなき幸せである。このように同じようなこ
とが書いてありますが、だいたい今でもそうかと思う事ばかりです。父母につかえること、妻
子を愛し護ること、仕事に秩序あり混乱せぬこと。これが一番の幸せです。当然、当たり前の
ような事が、お釈迦様がおっしゃった事が書かれています。そして、キリスト教のモーゼの十
戒では、父母を敬え、殺してはならない、姦淫するな、人のものを盗むな。キリスト教でも同
じなのです。ということは、いま世界で宗教論争をしています。これは律の方で揉めています。
イスラム教は豚を食べてはいけない。インドでは牛を殺すな、そしてイスラムではベールを被
れ、酒を飲むな。本来、戒という人間として当然守るべきものはどの宗派も一緒です。ただ、
場所と時間で律が違うのです。それで殺し合いをします。それで鑑真和上がおっしゃったのは、
原点に戻りましょう。難しいお経がいっぱいあるけれども、私達がいま何を感じるべきか、そ
れはお釈迦様が言った事を守りましょうというシンプルな事なのです。

後に①子は親に孝養をつくしましょう。②兄弟、姉妹は仲良くしましょう。③夫婦はいつ
も仲むつまじくしましょう。④友達はお互い信じあって付き合いましょう。⑤自分の言動を慎
みましょう。⑥広く全ての人に愛の手を差し伸べましょう。⑦勉学にはげみ職業を身につけま
しょう。⑧智徳を養い才能をのばしましょう。⑨人格の向上に努めましょう。⑩広く世の人々
や社会の為になる仕事に励みましょう。⑪法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう。⑫正
しい勇気をもって国の為に真心をつくしましょう。これは70年前に軍国主義と共にささったと
ても大事な道徳です。その70年後の結果、みなさん新聞で毎日ご覧になっていると思います。
私はとても大事なことを失ってしまったと、個人的な見解を持っています。「鑑真和上のおし
え」というのは一言では語り尽くせないですが、唐招提寺にお越しになられましてわたくしを
訪ねて頂きましたら、いつでも参上いたしますので1時間でも2時間でも話をさせてもらいます。
そして鑑真和上がどういう思いで日本にお出でになったかという事を、奈良でお住まいの方に
ご理解いただいて、奈良の方が日本全国、世界の方に鑑真和上の想いを伝えて欲しいというの
が、私たちの願いであります。ご清聴有難うございました。
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ニコニコ箱 本日計 61,000円 累計 2,329,600円

西山明彦 様（奈良ＲＣ）本日楠木先生よりお招きいただきました。皆様よろしくお願い
申し上げます

福本良平 君 地区大会が近づきました。ご協力よろしくお願いします。
楠木重樹 君 西山さん本日の卓話よろしくお願い致します。
鈴木 譲 君 過日、太宰府ＲＣで交換卓話を行ってきました。非常に緊張しましたが、多

くの方にサポートいただき、なんとかできました。貴重な経験をさせていた
だき感謝です。

宮西正伸 君 地区大会成功を祈念して
藤井正勝 君 地区大会用の新聞ご協力誠にありがとうございました。特に矢追さん、たく

さんにありがとうございました。
有井邦夫 君 誕生祝に感謝致します。今後共よろしく。
藤川保雄 君 結婚記念日にお花を贈っていただきありがとうございます。
松岡弘樹 君 約8カ月振りの復帰ゴルフ 97でラウンド出来ました ニコニコ！！
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
植倉一正 君 ニコニコ協力
山口尚紀 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

4 月 ■奈良東ロータリークラブ■
・４月２２日（水）・・・奈良ＲＣとの合同例会の為、変更。
日時：４月２３日18：00～
場所：奈良ホテル

※ビジター受付：4月22日（水）17：30-18：00までホテル日航奈良
3Fにて行います。

・４月２９日（水）・・・休会（定款第6条第1節Ｃ適用）
※ビジター受付は行いません。

■平城京ロータリークラブ■
・４月３０日（木）・・・休会（定款第6条第1節Ｃ適用）
※ビジター受付は行いません。

■生駒ロータリークラブ■
・４月２９日（水）・・・祝日の為、休会（定款第6条第1節Ｃ適用）
※ビジター受付は行いません。
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例会変更のお知らせ

5 月 ■奈良東ロータリークラブ■
・５月６日（水）・・・休会（定款第6条第1節Ｃ適用）
※ビジター受付は行いません。

■平城京ロータリークラブ■
・５月７日（木）・・・休会（定款第6条第1節Ｃ適用）
※ビジター受付は行いません。

■生駒ロータリークラブ■
・５月６日（水）・・・祝日振替休日の為、休会

（定款第6条第1節Ｃ適用）
※ビジター受付は行いません。

次回の例会 平成２７年４月２６日（日） 家族親睦例会

次々回の例会 平成２７年４月２８日（火）

卓話 一般財団法人 南都経済研究所 理事長 田村 健吉 様
演題 「 近の金融・経済情勢について」

●会報・IT委員会/辻本和弘 小原靖浩 植倉一正 鈴木譲 野末勝宏 webmaster/辻本和弘


