
本 日 の お 客 様

・劉 瀟 さん（米山奨学生）

会 長 挨 拶

めっきり涼しくなってまいりました。皆様方、お変わりなく出席い
ただき有難うございます。今後も、出席率100％を目指して頑張って
頂くようにお願い申し上げます。

委 員 会 報 告

クラブ管理運営常任委員会：多田実委員長
本年度第1回目の情報集会を開催致しますテーマは「会員増強と退会
防止」というありふれたテーマですが、今年度少し会員数が減りま
したので、出来ればもう少し増やしていきたいということでこのテー
マを選びました。第1班～第4班までありますが、班長さんの都合が
悪くて2班の福本さんが森下さんに替わります。4班の森下さんが福
本さんに替わります。それと、4班の副班長中嶌さんの都合が悪いと
いうことで私が副班長としてこの班に入りますので、よろしくお願
い致します。班分けにつきましては、本日状差しに入れてあります
ので、ご確認頂ければ有難いと思います。Make Up扱いとなりますの
で、よろしくお願い致します。萬佳 の方につきましては、17：30に
新大宮駅 南口にてバスでお待ちしますので、よろしくお願い致しま
す。

出席委員会：辻本委員長
五條RCより、IMのご案内が来ております。日時は11月7日（土）橿原
ロイヤルホテルにて、行われます。当日は基調講演として「教えつ
つ教えられ」と題し、智辯学園和歌山高校野球部の高嶋監督にお願
いしているようです。昨年度ガバナー輩出クラブと致しまして、県
下クラブには大変御協力頂きました御礼を込めまして、多くのメン
バーで参加したいと思います。これから出席表を回覧しますので、
○印をつけて下さいますようお願い致します。
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2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

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11回 9月15日
通算1756回

◎会員総数 ７２名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２６名
◎本日出席 ６０名
◎本日欠席 ５名
◎本日出席率９２．３１％

第9回 9月1日
通算1754回の修正

◎欠席者 ５名
◎免除者の欠席者 ７名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９８．４６％

例会プログラム

第12回9月29日

通算1757回

１．開会の点鐘

２．ソング

「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話 奈良大宮ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

名誉会員/ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ

竹川晴雄様

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



社会奉仕委員会：堀内委員長
・10月8日ですが、今年は復活して献血に協力したいと思いますので、皆さん参加宜しくお願
い致します。時間は委員会メンバーは9時30分集合で16時30分まででございますが、皆さんは1
0時から16時までで献血に来て頂ければ有難いです。お知り合いの方、社員さん等々にもご案
内して頂いて、たくさんの献血をよろしくお願いいたします。
・前回の例会で案内しておりました9月21日秋の交通安全運動の件ですが、ほぼご出欠の回答
は頂いておりますが、出席に○をされた方は、連休中ですので、21日13：00に忘れずに来て頂
きますようお願い致します。

姉妹・友好担当委員会：谷川委員長
先週からご案内しております東京恵比寿RCの20周年記念例会の件ですが、前夜祭の翌日午前中
にゴルフコンペをされるということで、回覧の用紙にゴルフコンペの欄を設けました。もう一
度回覧させて頂きますので、よろしくお願い致します。

プログラム委員会：弓場委員長
9月29日の例会卓話のご紹介をさせて頂きます。卓話講師としまして、奈良大宮チャーターメ
ンバー/名誉会員の竹川晴雄様をお迎えして、演題として「奈良大宮ロータリークラブ創設時
の思いで」と題しまして、お話頂戴します。内容的にはて、チャーターメンバーの竹川様に、
創設時の貴重な様子をお話頂き、また今日までの奈良大宮RCの歴史を振り返り、未来への道標
と致したいと考えておりますので、またご出席お待ち申し上げております。

幹 事 報 告

来週22日は休会ですので、再来週29日にまたお目にかかりたいと思います。

米山奨学生：劉瀟さんよりご挨拶
本日もお招きいただきまして、有難うございます。 近あった出来事とし
ましては、就職活動にも一区切りがつきましたので、 近は学業に専念し
ておりまして、先日まで4日程徹夜していたので少し寝不足です。 近また
大学の時の友人が関西に遊びに来て下さって、その時にいろいろ案内した
んですが、1年半住んでいるんですがまだまだ知らない所もいっぱいあって、
今後もっとこの土地について知って行けたらいいな、と思いました。皆さ
んご教示の程、よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。
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米 山 奨 学 金 支 給

米山奨学生：劉 瀟 さん
学 校：奈良先端技術大学院大学



卓 話

慈光院 閑栖 尾関紹保様
「大圓通」

ただ今、ご紹介に預かりました大和郡山市小泉町の北の外れにあります慈光院という臨済宗大
徳寺派に属しているお寺の尾関でございます。閑栖というのは、今もご説明がございましたが、
住職した後の隠居ということで、息子に跡を譲った身ということでありますが、これは我々の
宗派で特別に使っている言葉であろうと思います。
今回、このようなお話を弓場さんからいただきまして、亡くなられたお父さんの面影を偲んで
おりました。
私は大和郡山ライオンズクラブのチャーター発起メンバーとして入らせていただきました。今
日で50周年を迎えるというので、なんとかクラブの人員も揃えたいと頑張ってきたのですが、
やっとこの9月に70名となりました。いま、こちらのクラブは、と聞きましたら72名というこ
とで、クラブの素晴らしさに驚きを感じております。皆さん方の熱心なご様子が伺えます。ロー
タリー、ライオンズはお互いの道は同じでございます。何とかして、今日、弓場さんから依頼
された30分を守りたいと思って参りました。
弓場さんが来られたときに、慈光院石州の書院のところで大圓通という額が横文字で掛かって
おりました。演題はと聞かれましたので、それではこの「大圓通」でいきましょうか、という
ことになったのですが、実はこれをお書きになったのが、私の寺から言うとお隣の法隆寺の佐
伯定胤館長さんの直筆でございます。なんと申しましても法隆寺、聖徳太子がお造りになった
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９ 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
３日 石野捨雄 君
４日 多田 実 君
５日 潮田悦男 君
５日 萩原 徹 君
７日 植村将史 君

１９日 森山斗福 君
２１日 橋本和典 君

★結婚記念日★
１０日 飯田二昭 君
１１日 藤井正勝 君
１６日 西口栄一 君
２８日 橋本和典 君
２９日 森 完二 君



ときのお心が書面に出ておりました。それが、大圓通という言葉です。大きく、まどらかに、
通じていくという、これは皆様方の心の持ち方でございます。これを宗教的に申し上げますと、
大圓鏡知、鏡のような知恵ということにもなります。大圓というのは、皆様方が学生時代に数
学で習われたとおりであります。直径、半径に円周率を掛けたものの広さであったり、長さで
あったり、大きさであったりします。その半径、直径が無限大ということでございます。無限
大の大らかさ、そういう心をもつ。どういうことか。相手の人の気持ちがすべて鏡の如く写り
込むわけでございます。また、自分自身にも写るわけでございます。先ほど知恵と申しました
けれども知能指数のことではございませんからご心配なく。学校の成績がドンビリでも英知の
沸く人のことを申しております。ですから、鏡のように相手が分かる、自分は英知がどんどん
沸いてくる、素晴らしいアイデアが生まれてくる、そういうことを大圓鏡知と申します。大圓
鏡知で少し通じているのが、禅のほうでは円相というのがございますね。私の寺に来ていただ
きますと、暖簾に大きな丸い円相が出てきます。それもその一つでございまして、人間、生活
をし、試練にぶつかっていかなければならないとき、相手とぶつかったときに、相手の心より
も大らかな心をもつということ。法隆寺では、大圓通といえば観音様のことです。南無観世音
菩薩。その証拠に数限りない法隆寺には満ち溢れております。私もびっくりいたしました。観
音様というのは、こういう大圓鏡知の方なんだなと。ですから、いろいろな人とぶつかったり
したときに相手の心より大きな心で向かいますと、相手の悩みが鏡の如く入ってくる。そこで
一つの閃きが出てくる。そういうもので人助け、人を救う、救済していく、そういう道が開け
ていく。そういうところから憲法なんかも生まれてきたわけでございます。
先日、大仏様の奥の院の二月堂、あそこでお茶の会をさせていただくことになりました。それ
には御献茶をしなければならないと、御献茶をするためには、数日前からお掃除にかかりまし
て、すべて雑巾掛けさせていただきました。書院の方の魯山、お釜を煮立たせる魯山がありま
すが、痛んでしまったものは全部修理させてもらって、当日を迎えて御献茶をしたわけですけ
れども、何とご本尊様の屏は開けてくれないのですね。これは全部秘め事になっているから公
開はいたしません。その中心が十一面観世音菩薩でございます。観音様のことでは、奈良では
聖武天皇の后の光明皇后さんが一番凄いですね。その権化ですね。聞くところによりますと、
当時、大病患者が増えてきたそうであります。膿が体中に出てくるということで、その膿を触
ると移っていくということで、どうにもならない。お医者さんもお手上げという状態であった
そうです。それを聞いた光明皇后が、観音様のお気持ちになり、これは放っておけないと。と
ころが、その病を治すには、まず身体を清潔にしなければならない。今で言えばサウナとかお
風呂、そういうところで垢を落とす。それだけではいけない。体中に悪い膿が残っているので
吐き出さなければならない。どうされたかといえば、自らの口でその膿を吸って出して患者さ
んを助けたと。光明皇后さんの大圓鏡知の観音様の心で堂々とやってのけておられたことで、
この間、般若坂の方にそういう因縁の物が残っておりますよと聞きましたので、見学に行って
参りました。そういう屏が残っているわけであります。聖武天皇のお后がそういうことをして
おられた、そういうことが出来るというのは凄いですね。何もそんなことをしなくとも、左団
扇で貴族と共に遊んでおられても社交しておられてもよいわけですが、そういった患者の、一
番身内の者も、親さえも出来ないことを堂々と膿を出して命を救ったということですから。ま
た、お釈迦様のところでの観音様の働きというのは凄いですね、観音様は菩薩様です。お釈迦
様は如来様ですから。如来様から言うと菩薩様は大衆に近づいておられる。手を差し伸べるの
が菩薩様です。だから特に観音様の場合は、あらゆる姿になって現在も仏像、彫刻に現れてお
ります。先ほど言いました法隆寺さんでも十体以上の観音様がおられます。京都も凄いですね。
清水さんでも十一面様がご本尊様。あの三十三間堂に驚きました。1001体の観音様が並んでお
られるわけです。皆さん、観音様の心というのは凄いですね、その心の大きさ、大圓の表現と
しては、仏教のほうでは面白い言葉があります。「劫」という言葉があります。百千万劫難遭
遇という言葉がお経さんにあります。劫って何かというと、石舞台、千年に一回天から天女が
あの素晴らしい絹の着物を着て舞い降りてくる、その舞台に降りて人助けをすると、また天に
戻られる。そのときに、その石舞台に降りたら、ちょっとだけ減りますわな。千年に一回降り
た人が、天に上がっていった、その舞台が擦り切れるのを一劫と言います。これが仏教の表現
の仕方であります。百千万劫が集まっている、そのくらいに有難いのが仏教の真髄だというこ
とで、お経を読むときの初めにそういう言葉がございます。一劫、これは一つの時間的な考え
方ですけれども、いろんな考え方があります。観音様の信仰には三つの柱があるわけです。こ
れを案外と知らずに観音様は三十三箇所にお参りに行くとして信仰されていますけれども、実
は三つの柱があります。その一つが慈悲、慈悲の心。人を慈しみ助け合う、慈悲の心を第一番
に挙げられます。二つ目が英知の心、良い人助けをすると頭が良くなるということ、悪い事を
考えず良い事をどんどん考えて発想していく。そして三つ目が勇気であります。この辺が面白
いですね。勇気が無ければ観音信仰には入れない。勇気の心。いろいろ考えたり、人助けする
と良いとは分かっていても、実行に移せない人はどうしようもない。その点、奈良大宮ロータ
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リーの皆さん、実行に移しておられる姿は凄いですね。私も70名になってちょっと良いクラブ
になったかな、と思っていましたが、それを追い越しておられるクラブがあるということ、こ
れは凄いと思います。そして、今日の例会を見ておりましても、テキパキと見事にされており
ます。私自身、年齢は先ほど発表されましたが、私の若い頃には皆さん方のお父さんに非常に
お世話になった方がメンバーにおられるわけでびっくりしております。一々名前は挙げません
けれども、世間は狭いなと。あの方のお父さんとは、私達チャーターメンバー発起の際に一緒
になって苦労したな、あの人のお父さんとは一緒に京都大徳寺の管長さんに会いに行ったな、
斑鳩にゴルフ場が出来たときには一緒にゴルフに行ったな、と走馬燈のように思い出すんです。
どこでどんな因縁があるか分かりませんね。先の三つの柱の慈悲心、英知心、そして勇気。こ
の勇気のところだけはどういうわけか、大という字が書いてありました。大勇猛心。勇猛心だ
けがどうしても欠けるようでございます。我々も立派なバッジをつけているわけですが、バッ
ジに恥じないように大勇猛心で実行に移していただけたら幸いかと。それでなかったら嘘にな
ります。どうぞ、奈良大宮ロータリークラブの益々の発展のためにも、お釈迦様のお心よりも
観音様のお心、いいですね、南無観世音菩薩。大圓通。大らかな、まどらかな、無限大の数え
ることの出来ない宇宙の心になっていただけたらと思います。いろいろとお話をしていきたい
と思ったんですけれども、これで終わっておかないとオーバーしてしまうと私は嫌われます。
私も昔は予科練という海軍におりまして、海軍では5分前ということでやかましく言われます。
私の時計では5分前になりましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうご
ざいました。
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新入会員 萩原徹さん 歓迎会
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例会変更のお知らせ

10 月 ■あすかロータリークラブ■
・１０月２２日（木）・・・橿原RCとの合同例会の為、時間変更。
時間：12：00-13：40
（例会受付は11：30-12：00まで）

■桜井ロータリークラブ■
・１０月７日（水）・・・奈良県下ＲＣ親睦ゴルフ大会の為

移動例会とさせて頂きます。
場所：グランデージゴルフ倶楽部

※ビジター受付：行いません。

次回の例会 ２０１５年１０月６日(火)

クラブ討論会①（国際奉仕）

卓話 RID2650 国際奉仕委員会 委員長 浦島睦 様
内容 国際奉仕について

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

ニコニコ箱 本日計 75,000円 累計 795,000円

髙野 治 君 尾関様、本日の卓話、宜しくお願いいたします。
弓場裕史 君 尾関様本日は卓話よろしくお願い申し上げます。
西口栄一 君 結婚記念日の✿お祝い✿ありがとうございました。
飯田二昭 君 結婚記念日にお花をいただき有難うございました。49年間大過なく過せたこと

に感謝しています。
藤井正勝 君 結婚記念日の御花ありがとうございました。また弓場さんお世話になりました。

感謝！！
植村将史 君 おたんじょうびのお祝いありがとうございます。
橋本和典 君 結婚誕生日祝い有難うございます。赤いバラも40本目となりました。孫も4人と

なりました。
潮田悦男 君 先日のホールインワン記念コンペに、会員の皆様には多数参加していただき、

ありがとうございました。
野末勝宏 君 潮田先生ホールインワン記念コンペで、素晴らしい景品を頂きました。ありが

とうございました。潮田先生へのお祝いと御礼の意を込めて、ニコニコします。
野﨑隆男 君 先日の、潮田先生ホールインワンコンペ大変お世話になりました。矢追さん、

中條さんありがとうございました。
金星 昇 君 朝夕涼しくなって参りました。御自愛下さい。
萩原 徹 君 ホームクラブ欠席ばかりで反省しております。
國原正記 君 本日の歓迎会出席出来なくて申し訳ありません。かわりにニコニコ協力させて

頂きます。
山本直明 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
石野捨雄 君 ニコニコ協力
多田 実 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力


