
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （10 月 30 日） 

次週の予定  （11 月 6 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（10月 23日分） 

会員数  45名 出席数 36名 欠席者 2名 

特定免除  7名 その他免除  0名 

出席率 94.73％ 

 

前々回 10月 9日分 

ホームクラブの出席者 42名   100.00％ 

メークアップの結果 42名 

特定免除  2名  その他免除   0名 

欠席者  0  修正出席率 100.00％ 

 

ロータリーソング 

「それでこそロータリー」「四つのテスト体操」 

２０１２年～２０１３年度 

国際ロータリーのテーマ 

奉仕を通じて 
平和を 

 

 田中 作次 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1 時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 藤本 和俊 
■幹 事 髙島  登 
■会報委員長 松原 清一 

◆4つのテスト◆ 
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？ 
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 「FVP 未来の夢計画」 

担当 田中 祥介 会員 

地区財団 FVP 委員 大阪北 RC 大野 康裕 氏 

 後面に記載 

今月のテーマ 

「米山月間」「職業奉仕月間」 

   平成 24 年 10 月 30 日   No.2181    H24.10.23 (No.2180 の例会記録) 

「大東の今、昔」ワイワイガヤガヤ 

大西 寛治 会員 

ゲストスピーカー 

      野崎観音 慈眼寺 老僧 古澤龍堂 氏 

  

  

 



 

 

 

今日は朝より雨模様でありますが、このように

多数のご出席を頂き有難うございます。雨が上が

りました後、気温もかなり下がるようですので風

邪など召されないように体調管理には十分気をつ

けて下さい。またゲストスピーカーとして野崎観

音慈眼寺の老僧、古澤龍堂様をお招きして、「生と死と」と題しての卓話です。こ

の後宜しくお願い致します。 

さて先週大東商工会議所の建設部会主催によります研修会で、姫路城の大天守修

理見学施設「天空の白鷺」を見学に行ってきました。以前春の家族会で見学もあり

ご存知の方も多数いらっしゃるとは存じますが、少し

ばかり簡単な概略を説明させて頂きます。 

この城は、中世の南北朝時代に赤松氏が姫山に築い

たことから始まり、戦国時代には平成２６年のＮＨＫ

大河ドラマ「軍師官兵衛」が放映予定の黒田孝高が城

代となり、その勧めで羽柴秀吉が居城し、江戸時代に

は姫路藩の池田氏始め、各譜代大名が入城しました。

太平洋戦争時には、空襲に見舞われたものの、天守最上階に落ちた焼夷弾が不発弾

になるなど、奇跡的に焼失を免れました。 

現在重要文化財も８２棟もあり、そのうち８棟は国宝で、技術を伝承する為に３０

年の周期をもって毎年どこかで修復工事が行われています。 

今回戦前、戦後 30年間にわたる昭和の大修理から約半世紀が過ぎ、姫路城大天守に

は傷みや汚れが目立つようになってきており、国宝の指定や平成５年に世界文化遺産の

登録を受けている美しい姿を次の世代に引き継ぐため、漆喰壁の塗り直しや、80,506

枚の屋根瓦の葺き直しを中心に、総工事費 28 億円（素屋根工事費は 12 億 6 千万円、

補修工事費が 15 億 4 千万円・国より 18 億円、姫路

市 10億円）をかけ、平成 21年から平成 27年 3月ま

で行う大規模な工事であります。 

特に工事期間中観光客に大天守内部と周辺の公

開をして匠の技を見せることができるよう、素屋根

が設置されました。姫路城は高さが約 47m あるの

で 13 階建てビル相当の大きさの素屋根、高さ約 52ｍ重さ 6,000ｔが必要となり、そ

の鉄骨も細くて軽い鋼材を使用しトラス状に組み上げる方法が採用されています。

またその基礎部も地盤の下が特別史跡となるため、地盤面の上に基礎を構築する構 

 

藤本 和俊 会長 会長の時間 



造で造ってあります。お蔭でエレベーターで８階の屋根修理の見学もでき、姫路市

内周辺の大パノラマも見渡すこともできます。

しかしこのような大構造物ができた為に電波障

害も起こり、約 400 件の住民の方々に対策工事

もされたという苦労もあるそうです。 

この素晴らしい伝統的な古い文化の匠の技

と現代の素屋根の技術の技の融合を見ること

はそうないと思われますので、一度時間があれば是非、期間限定の「天空の白鷺」

と名付けた特等席でご体感されてみてはいかがでしょうか。 

 
 

髙島  登 幹事 

 

第 4 回クラブ協議会を、ガバナー補佐を迎えて下記の通り開催致しますので、ご

出席下さいます様ご案内申し上げます。 
 

日 時：2012 年 10 月 30 日（火）例会終了後～ 

場 所：市民会館 大会議室（例会場） 
 

※ ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 

 

 

 

◎社会奉仕委員長                     小川 芳男 委員 
 

＜植樹祭＞ 

45 周年記念事業の一つであります植樹祭をとり行ないます。多数の御参加よろ

しくお願い致します。 

日 時：11 月 27 日 10：30～  

場 所：末広公園 北側       
  

＜夜間例会のご案内＞ 

 11 月 20 日（火）の例会は、夜間例会と社会奉仕委員会主催の情報集会となって

おりますので、お間違いのないよう多数の出席をお願いいたします。 

日 時：２０１２年 11月 20日（火） １８：００～ 

場 所：秀  

委員会報告 

幹 事 報 告 



◎ニコニコ箱委員会                     中野 秀一 委員長 
 

・入会記念日 自祝                    上田 正義 君 

・旅行の写真、いろいろありがとう             岡本 日出士君 

・浜松で素晴らしい天気とコースの中 

 ゴルフを楽しんできました                中原  毅 君 

・中野ニコニコ委員長いつも精力的に頑張って頂き 

  ありがとうございます                 藤本 和俊 君 

・例会欠席お詫び                     上田 正義 君 

・親睦会お疲れ様でした 

  家族会写真ありがとうございました           髙島  登 君 

・早退 お詫び                       小川 芳男 君 

・早退 お詫び                      松原 清一 君 

・佐藤親睦活動委員委員長 食事会に感謝          田川 和見 君 

・髙島幹事、二次会ごちそう様でした 

  橋本会員、写真有難うございます            杉原 巨峰 君 

・親睦食事会 皆様御参加有難うございました 

  藤本会長おいしいお酒、有難うございました       佐藤 多加志君 

・嫁とリチャード・マークスのライブに行って来ました    木村 克己 君 

・皆様のニコニコに感謝                  中野 秀一 君 

・親睦会 龍間の夜 皆様有難うございました        東村 正剛 君 

・親睦委員会食事会ありがとうございました 

・髙島幹事ごちそう様でした                中嶋 啓文 君 

・髙島幹事、ごちそうさまでした 感謝            空門 満也 君 

・東野さん、空門さん、親睦活動委員懇親会 

   美味しい食事をありがとうございました  

   髙島幹事ごちそうさまでした             間  紀夫 君 

・佐藤委員長をはじめ東野会員、空門会員段取りご苦労様でした 

  当分の間、実家の龍間へは行けません          植田 直平 君 

・親睦・・・佐藤委員長ご苦労様でした 

  藤本会長、差し入れをありがとうございました      東野 喜次 君 

・龍間の夜に感謝                     德山 泰之 君 

・歓迎会 ありがとうございました 感謝          森岡 信晶 君 

 

 



◎職業奉仕委員会                  中嶋 啓文 委員長 
 

 職業奉仕委員会の事業として堀部会員のご協力により、脳ドック・人間ドッ

ク・小林会員のご協力もいただき、眼科検診をおこないます。 
 

＜脳ドック・人間ドック検診＞ 

 毎週火・水曜日 午後 2 時～3 時 

 毎週木曜日   午後 1 時～3 時 

 毎週土曜日   午前 9 時～11 時 
 

＜眼科検診＞ 

 11、12 月 
 

 受付の所に申し込み表を置きます。会員の皆様優先にて実施予定ですので、皆

様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 
 

 「 生 と 死 と 」 

 

 担当  小林 誉典 会員 

野崎観音 慈眼寺 老僧 古澤龍堂 氏 

自己を知る 

天上天下唯我独尊・三界皆苦我当安之 

天地人・・天は世界の無限の広がりで、地はこの

世界の悠久の時間で、その宇宙世界に居る人間一人

一人が尊い存在なのである。 
 

縁起を知る 

一期一会・一樹の陰・河の流れ・盲亀の浮木 

一切のもの（精神的なものも含めて）は、種々の因（原因・直接的因）と縁（条

件・間接的因）によって生ずる。因縁・因果 

人と人との出会いは、不思議なもので大切なものである。 

盲亀の浮木：目の見えなくなった老海亀が、百年に一度浮かび上がってきたとき

に、偶然穴の空いた浮き木に首を突っ込む＝出会ったり、物事が実現することが極

めて難しいことの例え。 
 

生き方・死にかた 

生きるとは呼吸（呼は息を吐くこと、吸は息を吸うこと）継続。 

先週の卓話 



死とは呼吸断絶。 

座禅において呼吸は極めて重要なものである。 

阿吽の呼吸：阿は生まれて初めて吐く息、吽は口を閉じて最期に発する。＝万物

の始原と終極。 
 

幸に生きる 

天地いっぱいのいい息をする。・・・魂魄成就 

魂魄：人間の身体に宿り活動をつかさどる神秘的な力 

魂：精神の働きをつかさどる陽気の神霊 

魄：肉体の働きをつかさどる陰気な神霊 

人間が死ぬと身体から離れ、魂は天に、魄は地に還る。 
 

和を貴ぶ＝慈悲 

将にロータリーの精神に通じるものである。どこで会ってもやあと言おうよ。見

つけた時にゃおいと呼ぼうよ。遠い時には手を振り合おうよ。すべて、心を伴った

行動が大切である。 
 

ブッダの言葉、法句経には、「諸悪莫作 衆善奉行 自浄其意 是諸佛教」とあ

り、孔子は生涯律すべき句として、「恕（思いやり許すということ）、己の欲せざる

所は人に施すこと勿れ」と表し、同様の生き方を述べております。 
 

ギリシャ正教では、子供の出生時における牧師の洗礼式辞としてこう述べます。 

「この児が死ぬときは、今と逆でありますように。」＝今は児が大声で泣き、周

りの者が大喜びするが、死ぬ時は周りが大泣きし、児が喜びでありますように。 
 

このような生涯を送ることを心がけたいものです。 

                                合 掌 

 

ご存知ハナイカ  

普段は保護色で景色に溶け込んでいますが、

怒らすと鮮やかな色に変わっていきます。 

写真は怒らしたところを撮影しました。 

ジッとしているタイプの魚類は保護色になっ

ているので、自分は見つからないと思ってい

ますので、案外近づいて触れることができま

す。 

「本当は絶対触っては駄目です」 

 

 

  

 

 

ハナイカ 


