
幹 事 よ り

例会を始めるにあたりまして、先週の金曜日、元会員の宮坂久永さ
んがお亡くなりになりました。哀悼の意を表しまして、全員で黙祷
を捧げたいと思います。恐れ入りますが、ご起立をお願いいたしま
す。

-------------黙祷-------------

会 長 挨 拶

改めまして、こんにちは。本当に爽やかな季節になってまいりまし
た。五月病といっていろいろな調子が狂っていたりする場合がござ
いますけれども、皆様方、そんなことのないように出席の方、よろ
しくお願いいたします。

臨 時 理 事 会 報 告

6月例会日程変更の件
6月の例会日程に関して、当初の予定では、第2例会が家族親睦例会、
第3例会が年間報告となっていたが、第2例会を年間報告、第3例会を
家族親睦例会に変更する。また、第3例会の日程を21日(火)から26日
(日)に変更する。

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：河野委員
第2回の親睦ゴルフの結果のご報告と第3回親睦ゴルフのご案内をさ
せていただきます。
まずは第2回の親睦ゴルフの結果です。5月12日美加ノ原C.C.で行わ
せていただきました。上位三名なんですが、二位に三名いらっしゃ
いまして、矢追さん、小西さん、私と同ネットでございまして、人
生の先輩順にいかせて頂きまして、二位は矢追さん、三位は小西さ
ん。そして栄えある一位は市田さんとなります。
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『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39回 5月17日
通算1784回

◎会員総数 ７３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)

２７名
◎本日出席 ５６名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８７．５０％

第37回 4月26日
通算1782回の修正

◎欠席者 ９名
◎免除者の欠席者 １１名
◎欠席者の補填者 ６名
◎免除者の補填者 ３名
◎出席率 ９５．３８％

例会プログラム

第40回5月24日
通算1785回

１．開会の点鐘
２．ソング

「奉仕の理想」
「Birth-day Song」

３．お客様の紹介
４．会務報告
５．卓話

奈良ﾔｸﾙﾄ販売㈱
代表取締役社長
奈良大宮ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員

谷川千代則様
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！」



続きまして、第3回の親睦ゴルフですが、6月9日奈良柳生C.C.を予定しております。今回ちょっ
と新たな試みといたしまして、ジュニアの部とシニアの部というのを上位三名表彰を分けさせ
て頂きたいと思っております。回るのはみなさんばらばらに回って頂きまして、結果報告だけ
ジュニアとシニアに分けさせて頂きたいと思っております。細かい内容につきましては、ちょっ
と参加人数も今のところ分かっておりませんので、これから考えたいと思っております。どう
か皆さんのたくさんのご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト常任委員会：増井委員長
・先週報告させて頂きました熊本支援の内容が決まりましたので、ご報告させて頂きます。
5月27・28・29日の3日間の予定で予定させていただいております。現在参加の方は私、堀内委
員長、小池さん、麹谷さん、西本さん、髙野幹事の方で予定させていただいております。現在
向こうの方は一番大きいところで2,000人の要望がありますけれど、それにはちょっと応えら
れない、ということで調整をしていただいております。まだまだバスの席もありますので、も
し余裕のある方は是非ご参加お願いいたします。27日の1：30に出発する予定にしております。
向こうで、28日の昼と夜、そして29日のお昼に炊き出しをする予定でしております。
・続きまして、奉仕プロジェクトとしまして、タイの奉仕活動の調査をすることが決まりまし
た。6月26・27・28・29日の4日間で大変タイトな予定なんですが、タイ・チェンライに行く予
定にしております。現在参加予定者は私、そして堀内委員長、そして平方さん、そして河野さ
んが一応声をかけていただいております。まだまだこちらの方も余裕がございますので、参加
して頂けたら、と思います。ただこちらの方は完全なる自費になっておりますので、よろしく
お願いいたします。またその時にタイの子供たちに届けるチョコレートであるとかカレーなん
かが大変喜ばれると聞いておりますので、是非、こんなんも持って行ってくれ、というものが
ありましたら、言っていただいたらお持ちしますので、ご協力よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告

・先週緑の募金運動の募金箱をお回ししましたが、熊本地震の募金と重なってしまい、私の説
明不足で大変な混乱を招いてしまっております。まずお詫び申し上げます。改めて熊本の地震
の募金箱をお回しいたします。お一人様2,000円以上を目途に入れていただきたいのですが、
先週緑の募金の方に2,000円入れて頂いた方はもうその時入れて頂いたということで入れてい
ただかなくて結構です。こちらの方できっちりと集計いたします。緑の募金運動の募金箱は本
日は受付に置いておりますので、そちらがまだの方は是非入れて頂きますようお願いいたしま
す。
・先日5月14日(土)鴟尾の会会長幹事会が本年度次年度合同で開催されました。
◎北和の7クラブで合同で奉仕活動をしたらどうかという提案が協議事項であがってきました。
次々年度の開催に向けて、次年度の第一回の鴟尾の会会長幹事会の時に話し合う、その際に何
か奉仕活動に関する項目を各クラブから持ち寄って頂きたいということになりました。
◎ガバナー補佐の方から、ガバナー公式訪問と今年開催されました規定審議会の報告がござい
ました。
◎奈良ロータリークラブの方から、鴟尾の会の親睦ゴルフ大会の開催曜日に関して、考慮して
もらえないか、という意見がありました。
・先週から潮田会長エレクトが入院されておられます。入院先は、大阪・吹田の国立循環器病
研究センターでございます。私の方には今週末ぐらいに手術されるというような連絡がはいっ
ております。まだちょっと来週辺りはお見舞いに行けるような状態ではないかと思いますが、
またお見舞いにあがりまして、皆様にご報告させて頂きたいと思っております。

卓 話

総本山信貴山朝護孫子寺 松井介澄様
演題「だけじゃない、信貴山。」

本日は、奈良大宮ロータリークラブ様の例会にて卓話のお時間をいただき誠に有難うございま
す。私は、信貴山朝護孫子寺に勤める松井介澄と申します。自称日本一の信貴山ファンとして、
語り尽くせない信貴山の歴史と魅力、そして「現在」についてお話させていただきます。
さて、本日はスライドを中心にお話をさせていただきますが、限られたお時間の中ですので、
先ず本日のまとめを発表させていただきたいと思います。1つ目に、信貴山は、毘沙門天王信
仰の霊場です。2つ目に、信貴山はその信仰を背景とした多様な歴史・観光資源があります。
最後に、信貴山は歴史・伝統に固執しすぎず、時代のニーズに合わせた活動をしている。本日
は、この3つをベースに卓話を進めさせていただきます。
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信貴山は、聖徳太子によって開かれた霊地で、当山に至って物部氏討伐の戦勝祈願をされるや
否や、太子の御前に毘沙門天王が現れ、勝利の秘法を授かり討伐の悲願を果たされたと伝わり
ます。そして太子は、この山を信ずべき貴ぶべき山として名付けられ、また太子の御前に毘沙
門天王が現れたのが「寅年、寅の日、寅の刻」であったことから、以来、信貴山に「寅」の縁
日信仰が生まれ現在に至っています。標高437ｍの霊山の中腹には、朝護孫子寺の本堂を始め
塔頭寺院が建ち、信貴山のご本尊は毘沙門天王です。毘沙門天王は四天王の多聞天と同体で、
仏経の教え、またその教えを実践する人をお守り下さるご性格と、私たちの願いに応じたご利
益を分け与えて下さるご性格を併せ持った善神で、その信仰は古来より全国各地の参詣者で絶
えません。霊山である信貴山は、山岳信仰や密教の聖地として多くの修行僧を排出します。中
でも特筆すべきは中興の僧「命蓮」、信貴山を瞬く間に興隆させた僧侶の奇跡の物語を描いた
のが「国宝信貴山縁起絵巻」です。その後も多くの修行僧が信貴山に参籠し、また信貴山の僧
侶たちが残した信仰の証が、関西を中心とした博物館や社寺などに現存します。しかしながら、
お寺といえども栄枯盛衰は世の常、幾多の時代を経て現在に至ります。
信貴山は、大和と河内の境に位置することから「要衝」として度々利用されてきました、実は
この背景にも霊地信仰の影響が及んでいるようです。最初に見られるのは楠木正成、後醍醐天
皇の皇子護良親王らが信貴山を在所とし、その後木沢長政が信貴山城を築城。戦国の三梟雄と
呼ばれた松永久秀が、改修した現在に残る信貴山城跡は、東西550ｍ、南北700ｍに亘る奈良県
内最大規模の中世城郭です。2014年に、この「信貴山城」を保全し観光の一助とすることを目
的に、信貴山城址保全研究会が発足され、松永屋敷跡地を中心に整備をすすめ、新たな観光ルー
トを増設するなど、また信貴山城や松永久秀に関する講演会を開催したり積極的に事業を展開
しています。
結びに信貴山は、前述の通り毘沙門天王信仰の霊場として約1400年の間、さまざまな御縁をつ
ないで大切に守られてきました。今私たちが見る信貴山のすべては、毘沙門天王の寛大な御心
そのものであると感じています。その時代に沿い、訪れる人に寄り添い、そして親しまれてき
た「信貴山の毘沙門さん」。日本一の信貴山ファンとして、大好きな仏さまのお側、場所に居
られることに感謝し、新たな信貴山ファンが生まれることを願い、これからも精進したいと思
います。
本日は、奈良大宮ロータリークラブ様の例会にて卓話のお時間をいただきました御縁に感謝で
す。誠に有難うございました。
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次回の例会 ２０１６年５月３１日（火） 卓話

講師 有限会社OSU・デジタルメディアファクトリー
代表取締役 山崎 功詔 氏

演題 「デジタル社会をスマートに生き抜こう」

●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 57,000円 累計 2,474,000円

中村信清 君 松井様、本日の卓話宜しくお願いいたします。
髙野 治 君 松井様、本日の卓話宜しくお願いいたします。
麹谷 瀞 君 所どころに白波の立つ玄界灘を飛ぶが如くの高速船で宗像大社の三姫神様方

にお参りさせていただきました。「神宿る島」宗像沖ノ島が世界文化遺産の
国内推薦が決まったそうでたいへん喜ばしいことです。（小生には）玄界灘
の荒波が強烈に印象付けられました。すばらしい体験でした。お世話いただ
いた関係者に感謝いたします。

高木伸夫 君 結婚記念の祝いに美しい胡蝶蘭をお贈り頂き誠に有難うございます。今年、
五十周年、金婚式を迎えました。吾れながらよく頑張りました。

北神徳明 君 昨日2年目の検診を受けました。異常無しという結果をいただきました。ニコ
ニコです。

野﨑隆男 君 私事で恐縮なのですが、本日の、日経新聞、よみうり新聞、奈良新聞の朝刊
に掲載して頂きました。

市田富久夫君 親睦委員の皆様 先日の親睦ゴルフではお世話になりました。同組でラウン
ドいただいた増井さん、武中さん、清岡さん、ありがとうございました。

金星 昇 君 ニコニコ協力
山本直明 君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
武中洋勝 君 ニコニコ協力
水野憲治 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
鈴木 譲 君 ニコニコ協力
森山斗福 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

6 月 ■五條ロータリークラブ■
・６月１日(水)・・・定款第6条第1節（C）により、休会。
※ビジター受付：12：00-12：30まで南都銀行五条支店にて行います。
・６月２９日(水)・・・18：00～ 最終例会。
場所：柿の葉ずしヤマト夢宗庵

※ビジター受付：12：00-12：30まで南都銀行五条支店にて行います。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・６月９日(木)・・・定款第6条第1節（C）により、休会。
※ビジター受付：行いません。


