
★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876

★例会日時：毎週金曜日13時30分

★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620

★http://www.yaohigashi.org/  E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

第 2155 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢我等の生業」

③ ビジターの紹介

④ 新入会員入会式 陣
じん

田
だ

匡人
ま さ と

新会員

⑤ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑥ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑦ 卓話 ｢日本の高速道路｣ 高橋 広一会員

⑧ 閉会 点鐘

＊例会後：第 16 回ＩＭＲＤ実行委員会

２０１７年１０月２７日（金）第２１４２号

Rotary International

国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

2017‐18 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

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

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：大松 桂右

●幹   事：高岡 正和

●会報委員長：安田 憲司

変革の時代、創造のとき。

新たな一歩で感動を！

＊11/3（金）は法定休日による休会

＊11/10（金）は定款による休会

＊11/10（金）～11（土）地区大会

（ホスト：大阪東ＲＣ）

注：11/11（土）に移動例会は開催しません。

＊11/10（金）～12（日）

グレン＆千杯

第 14回ロータリー選抜野球大会

（ホスト：日立北ＲＣ）

◎11/10（金）

代表者会議 16：30～ 前夜祭 17：30～

於：ホテルテラスザスクエア日立

◎11/11（土）、11/12（日）野球大会

於：日立市民球場、ひたちなか市民球場

       野球同好会メンバー 出席予定



ニコニコ箱

●池本さん卓話楽しみです。

誕生日と結婚記念日同じです。  鈴木 洋会員

●池本さん卓話御苦労様です。

毎日雨が続きますが皆様体調管理して下さい!!

桑田 タア子会員

●本日の卓話、お気にいるかな？不安です。

池本 繁喜会員

●池本さん、卓話よろしくお願いします。

大橋 秀造会員

●池本さん、卓話ご苦労様です。 奥田 長二会員

●池本会員、卓話よろしくお願いします。

石川 義一会員

●池本会員、卓話楽しみにしています。

森下 慶治会員

●今回合計 14,000円

●累計  319,580円

2017年 10月 20日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2154回 27名 18名 81.8％
出席義務免除

7名（出 2）

第2152回 27名 17名 77.3％
補    填

0名

第 2156 回例会

親睦旅行に伴い例会時間変更

＊時間変更の為、例会中に昼食は出ません。

＊11 月 17 日（金）＊10：30～11：30

★例会前：11 月度定例理事会

☆卓話なし

☆ＩＭＲＤ全体打ち合わせ

＊11/17（金）～18（土）

クラブ親睦旅行 岡山県津山市 1泊 2日

会長の時間

会長代理 副会長 大橋 秀造

日本におけるロータリークラブの創設

（東京ロータリークラブの創設）

日本最初のロータリークラブは、1920 年（大

正 9 年）10 月に創設された「東京ロータリーク

ラブ」で、初代会長は米山梅吉氏、幹事は福島喜

三次氏でした。

1918 年三井銀行の米山梅吉氏が財政調査団に

加わり、米国テキサス州ダラスで、ダラスロータ

リークラブ会員であった福島喜三次氏からロー

タリーのことを聞き、大いに心を動かされて帰国

し、1920 年帰国した福島氏とともに、東京でロ

ータリークラブの設立に努め、24 名のメンバー

で、新クラブを創設しました。

幹事報告

① 四輪会ゴルフコンペ中止の件

10/19 開催の四輪会ゴルフコンペですが天候

不良の為、中止になりました。

来年4月に八尾ＲＣがホストクラブとして開

催予定です。

② 地区大会参加会員名札について

11/10（金）・11（土）の地区大会に参加され

る会員の方は、本日配布しました名札を必ず

持参して頂きますようお願いします。

③ 新入会員入会式の件

10/27（金）に例会席上で新入会員の陣田匡

人氏の入会式を行います。出来るだけ多くの

会員で歓迎をしたいと思いますので、会員の

皆様、例会の出席をお願いします。

11 月誕生月祝 鈴木会員 11 月結婚記念日祝 鈴木会員



「『弘法大師！感動の言葉』

を読んで」

     池本 繁喜会員

今日の卓話は、後の弘法大師 空海が残された言

葉のいくつかを、その意味を交えてお話しさせて

貰います。

その前に弘法大師について、少し触れておきたい

と思います。

弘法大師は平安時代に活躍された僧侶です。

代表的な功績として、お遍路さんでおなじみの四

国八十八カ所を開かれたことがあげられます。

また、真言宗に総本山である高野山 金剛峯寺を

建立したのは、今から約 1200 年前の 816 年、空

海 43 歳の時でした。

その 7～8 年後の 823 年に嵯峨天皇より、京都に

ある東寺を授かり、真言密教の根本道場として現

在に至っています。

弘法大師の称号は、空海が亡くなられて 87 年後

の 921 年に醍醐天皇によって与えられたもので

す。

最初に紹介するのは「良工(りょうこう)は、その

木を屈(くっ)せずして、厦(か)を構(かま)う」。

今の言葉にすれば、「優れた大工は、真っ直ぐな

木は曲げずに、適材を適所に使って大きな建物を

建てる」という意味になります。この件に関して

奈良の法隆寺と日光東照宮の話が紹介されてい

ます。

聖徳太子によって建立された法隆寺は、檜づくり

で世界最古の木造建築物ですが、1400 年以上経っ

た今でもびくともしていないが、同じ檜づくりの

東照宮は 400 年ほどしか経っていないが、何年か

前に大修理を行ったそうです。

その違いは何か？ 東照宮の柱は真っ直ぐな檜

の、節のないところばかりを使っていたのに対

し、法隆寺の柱は山から切り出したそのままの節

だらけの木を使ってあったそうです。その節を生か

して使うか使わないかで千年も耐久力が違ってき

たのです。節の多い幹ほど土台がしっかりしている

から強いということは、人間にも苦労という節が必

要と弘法大師は言いたかったのかも知れません。

次に「苦空(くくう)の因を済(すく)うは利他(りた)

なり」現在の言葉に変えれば「他人の利益をはかる

ように務めていると、苦しみの世界に行く因縁が消

える。」

表面的な解釈では、自分の利益はさておき他人が儲

かることを考えなさいということにだと思います

が、弘法大師が言っているのはお金という利益では

なく、ご利益(ごりやく)という利益が授かるように

と言っているのです。

他人の幸せを願ってする行動を「利他の行」という

そうですが、この項を読んでいてロータリーの「超

我の奉仕」に通じるように思えてなりませんでし

た。

最後に「道(い)うことなかれ人の短(たん)」で、現

代風の言葉にすれな「人の短所を言ってはいけな

い」ということです。

これは弘法大師の言葉ではありませんが、大師が座

右の銘としてとても大切にしていた言葉だったそ

うです。

言葉の意味はことさら説明する必要がないくらい、

対人関係では大切なことだと思います。

他人の短所や欠点をいうのは「悪口」

本人の目の前で言わずに陰で言うのは「陰口」一番

いけない。

本人に向かって、相手の為を思って欠点を言ってあ

げるのは「忠告」で、「悪口」にはならない。

弘法大師も高野山や東寺などで大勢の弟子を抱え

ていたのでこの点には特に気をつけておられたの

でしょう。

つまりロータリーでも会社でも集団生活を行う上

で最も大切なことは、みんなの「和」を保つことだ

ということです。

本年度の会長方針でも「世代間の垣根もなく、個性



2017-18 年度臨時理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 10 月 20日（金）

◎2019-20 年度ガバナー補佐候補者推薦の件

⇒当クラブからは候補者推薦なしとする。

（承認）                   

以上

を尊重した一体感のあるクラブを作りたい」と言わ

れています。

そのためにも私たちも、弘法大師が大切にしていた

この座右の銘を実践していきたいと思います。
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