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次回の卓話

2010年4月28日（水）

「未定」

担当 浦川信司会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか

２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2737273727372737回回回回

2010201020102010年年年年4444月月月月21212121日日日日

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「選挙管理委員会

－委員と事務局の仕事－」

梶野郁子様

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



岡本桂四郎会長

彼は「日常茶飯事の出来事で、しばらく日が経っ

てから改めて考えてみると、結構思わずふき出して

しまう事が数多くあります。長い間、人間をやって

いますと客観的に、しかも冷静に物事を見ることが

できるようになりました。

あたかも自らが天の上から地上を見下ろしている

心境です」と述べられています。

彼の卓越した発想、人生観を私の胸に深く遺して

くれました。本当にありがとうございました。

どうぞ安らかな永い旅路を。

合掌

会員数３９名 出席義務会員数３４名

４月14日 出席会員３０名 88.24％

４月 １日 MUを加えて 88.57％

●4月21日は小西喜代一ガバナー補佐様（貝塚RC）

訪問例会です。終了後はクラブアッセンブリー

開催です。

●当クラブ例会休会のお知らせ

5月26日（水曜日）は例会休会

（定款第６条第１節）

●例会臨時変更・休会

岸和田東RC・岸和田南RC・高師浜RC・橋本紀ノ

川RCから例会変更・休会の案内が届いておりま

す。

詳しくは事務所までお問い合わせ下さい。

2010年4月14日 第2436回

ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「さくらさくら」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話 「武士道の根源」

大賀祐造会員

櫻井新嗣幹事

●前川 篤 会員を偲んで

突然4月3日の午後に逝去されました前川篤会員

を偲びます。

彼は昨年7月に「歌う校長－前川Ji～Jiのひと

り言－」という本を出版されました。

これは今流行のツイッターのようなもので、その

時々をエッセー風にまとめられていて、お人柄が

そのまま表現されていて、大変興味を持てました。

その中でも「ふるさと」「教え」「ギャンブル」

「子どもは国の宝」「歌はうたうもの」「花いっぱ

い」など楽しく読ませて頂きました。



●大賀 祐造会員

岸和田市スポーツ功労賞をいただきました。

●久松 正典会員・山形直道会員

本日、次年度の第2回クラブアッセンブリーを

開催致します。皆様よろしくお願い致します。

「武士道の根源」 大賀祐造会員

2010-11年度

RIテーマ

つまり「君に忠、親に孝、自らを節すること厳しく、

下位のものに仁慈をもってし、敵には憐れみをかけ、

私欲を忌み、公正を尊び、富貴よりも名誉をもって貴

しとなす」というもので、これが新渡戸稲造先生がそ

の著「Bushido,The Soul of Japan」の中で日本精神の

よってたつところと説明したものでしょう。

つまり新渡戸稲造先生は、日本独特の風土が日本人

をどのように育てたのかを説明し、その上で武士をモ

デルとして日本人の精神的な背景、日本人の倫理感の

高さ、国民一人一人が社会全体への義務を負うように

教育されていることを国際的に説明されたのでしょう。

「武士道」、発刊以来１００年を過ぎてなおこの本の

輝きはあせてはいません。ぜひ一読をお勧めします。

次に武士道のバックボーンをなしている剣禅一味の

世界について考えて見ましょう。

武士道武士道武士道武士道ののののバックボーンバックボーンバックボーンバックボーン「「「「剣禅一味剣禅一味剣禅一味剣禅一味」」」」とはとはとはとは

武士道に思想的裏づけを与えたのは沢庵宗彭師です。

若くして大徳寺住持になりますが名利を求めない師は

就任後３日で大徳寺を去ったといわれます。

その後、有名な紫衣事件に連座し、出羽の国、上山

に流罪になりますが、のちに許されて将軍家光の深い

帰依をうけました。この赦免に尽力した一人が柳生宗

矩です。その柳生宗矩に宛てて沢庵が書いたものが

「不動智神妙録」で、その中で沢庵は「住するところ

のない自由自在の心こそ剣の極意である」と説いてい

ます。そしてその教えを柳生但馬守宗矩が自己のもの

としていたことは明らかです。

剣聖とも言われる宮本武蔵の立ち姿と久保惣美術館

にある枯木鳴鵙の図を見てみましょう。

いずれも自筆とされますが、武蔵の到達した道の終着

点は常人が垣間見ることさえ許されない深遠なもので

あることが分ります。

私の習っている無外流の流祖「辻月丹」は厳しい剣

の修行と参禅によって「万法帰一刀」の境地に達しま

した。この月丹の立ち姿、先ほどお見せした宮本武蔵

の立ち姿とそっくりであることに驚かせられます。

幕末から明治にかけての最高の剣客と言えるのは山

岡鉄舟でしょう。彼の修行、到着した境地も窺い知れ

ぬほど深遠です。

「「「「禅禅禅禅のこころのこころのこころのこころ」」」」とはとはとはとは

達人たちが剣の道を究めるために求めた禅の心とは

何か？答えを見つけるガイドブックとして鈴木大拙先

生の書かれた同名の本があります。非常に難解で私は

一読した時には字面を追うことで精一杯でした。しか

し何度か読み返すうちに、大拙先生がおっしゃってい

るものがおぼろげながら浮かんで来たように思います。

まだはっきりと説明は出来ません。説明できないもの

で良いのかも知れません。

09-10年度財団奨学生の山口健太郎君がすでに

オーストラリアに留学されましたのでご報告

いたします。

国際奉仕委員会

櫻井 昇委員長

武士道武士道武士道武士道とはとはとはとは

「武士道」という言葉が最初に記された書物は

高坂昌信の「甲陽軍艦」といわれていますが、

初期の武士にとって、まず心がけることは戦闘

における生存術であり、戦闘集団としての「家

の子郎党」の繁栄にあったはずです。戦国時代

が終わり、太平の世が続く中、道徳体系として

の「武士道」が現れます。
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近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ４月３０日（金）「決議23-24について」水田博史会員

岸和田北ＲＣ ４月２７日（火）「ベトナムの面白バイク風景と町中風景」岸 勘治会員

岸和田南ＲＣ ４月２９日（木）「祝日休会」

APRIL ～ MAY ２０１０ ４月 ロータリー雑誌月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会(補佐訪問)

「選挙管理委員会」

梶野郁子様・ｸﾗﾌﾞｱ
ｯｾﾝﾌﾞﾘｰ・RAC例会

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ新旧役
員エレクト研修会

例会

担当浦川信司会員

昭和の日

憲法記念日 みどりの日

RAC例会休会

こどもの日

例会休会

2010-11年度

地区協議会

例会「岩崎弥太郎と

三菱の創業」櫻井
昇会員

新旧合同委員長会

議

25 26 27 28 29 30 MAY.1

18 19 20 21 22 23 24

9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8

問問問問うううう云云云云くくくく、、、、万法万法万法万法、、、、一一一一にににに帰帰帰帰すすすす、、、、

一一一一、、、、いずれのところにかいずれのところにかいずれのところにかいずれのところにか帰帰帰帰すすすす。。。。

答答答答えてえてえてえて云云云云くくくく、、、、

われわれわれわれ青洲青洲青洲青洲にににに在在在在ってってってって一領一領一領一領のののの布衫布衫布衫布衫をををを作作作作るるるる、、、、

重重重重きこときこときこときこと七斤七斤七斤七斤

「碧眼録」公案

袖裏袖裏袖裏袖裏のののの繍毬値千金繍毬値千金繍毬値千金繍毬値千金 謂謂謂謂うううう言巧手等匹言巧手等匹言巧手等匹言巧手等匹なしとなしとなしとなしと。。。。

箇中箇中箇中箇中のののの意旨若意旨若意旨若意旨若しししし相問相問相問相問わばわばわばわば 一二三四五六七一二三四五六七一二三四五六七一二三四五六七。。。。

良寛

宗教体験というものはそんなもので、説明すると

いうようなことではないのでしょう。

釈迦に始まった仏教の真理が摩訶迦葉に伝わり、

２８世菩提達磨をへて今日に至る間、菩薩の境地に

達した人たちの心の中は残された記録、逸話によっ

てしか推し量れません。

しかしそのような境地に達した人たちがいたこと、

いること、現れるだろうことは確かですし、少しで

もそのような境地に近づきたいものです。

禅の先達たちの語録をいくつか紹介しますのでそ

の境地を味わっていただいて卓話を終わらせていた

だきたいと思います。


