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 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 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2020-2021年度クラブ方針 

自制心と結束力を繋ぐ理解のハーモニー 
「学ぶLearning・感じFeeling・動くMoving」 

（木本例会運営委員） 

本日の会員数２９名 

（出席規定免除会員９名） 

出席会員数２３名 

（出席規定免除会員８名） 

 

（橋爪（誠）会長） 

「会員チャレンジ」 
 先週の10月3日、4日で本年度米山

記念奨学生が研修旅行で、和歌山県

の有田郡市にも訪問して頂きました。

有田市では、みかん狩りを体験し、有

田市と有田の海を一望しながらテス

ティモーネでランチをとり、白浜へ向か

われました。任泰然君も来ていました。 

 米山カウンセラーの川口会員、米山記念奨学生評議員

として成川守彦会員と、そして私、橋爪誠治がおもてなし

のつもりで当日現地に伺いました。本年度の米山奨学生

の皆様は、日本語がとても上手な印象でした。 

 残念なお知らせがございます。橋本拓也元会員より先月

9月に体調面の不安があるため、退会願いを私に提出さ

れました。不本意ではありますが、10月の定例理事会で本

人の意思を尊重し退会を受理いたしました。バイタリティー

溢れる行動派で、有田ローターアクト復活、米山カウンセ

ラーなど意欲的にロータリー活動を楽しみ、有田ロータ

リークラブの牽引者だったことは皆様もご存知の通りです。

本当に残念でなりません。10月の定例理事会で指名委員

会を立ち上げ、上野山栄作会員に委員長をお願いし承認

頂きました。我々会員は、元気よく前進あるのみです。有

田ロータリークラブとしては、痛みなくして成長なしの気持

ちで、この残念な気持ちを前向きに変えてクラブ運営に励

みたいと思います。改めて会員増強に力を注いでいきた

い所存です。皆様もご協力と情報共有宜しくお願い申し

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９５２回例会） 

令和２年１０月８日(木）  

（橋爪（誠）君） 

 

（上野山（栄）SAA） 

橋爪（誠）君：児島良宗会員、本日の卓話楽しみにしてい

ました。勉強させて頂きます。成川先生ありがとうござい

ます。大事にします。 

井上君：児島さん、久々の卓話楽しみにしています。 

岩橋君：児島さん、卓話楽しみにしています。 

上野山（捷）君：児島良宗さん、本日の卓話ありがとうござ

います。 

橋爪（正）君：児島さん、卓話楽しみです。 

児島君：本日、拙い卓話でお耳をけがします。 

脇村君：児島さん、本日の卓話楽しみです。よろしくお願

いします。 

宮井君：児島君、本日の卓話楽しみです。 

岩本君：次回15日は秋季大祭の為、欠席させて頂きま

す。児島先生、本日の卓話楽しみにしています。 

松村君：児島良宗さん、卓話楽しみにしています。 

中元君：児島良宗さん、本日の卓話楽しみです。 

川口君：児島良宗さん、本日の卓話宜しくお願い致しま

す。勉強させて頂きます。 

石垣（泰）君：児島様、本日の卓話をすごく楽しみにして

おります。 

木本君：児島良宗先生、本日の卓話宜しくお願い致しま

す。 

丸山君：児島さん、卓話楽しみです。法話を拝聴するよう

に耳を大きくしてのぞみます。 

嶋田君：児島さん、卓話よろしくお願いします。 

上野山（栄）君：児島さん、本日の卓話楽しみです。成川

先生ありがとうございました。 

  令和２年１０月１５日 第２９５３回 

・米山奨学生卓話：任 泰然 君 

 「もっと広い世界を発見しよう」 

・ソング：「四つのテスト」 

  令和２年１０月２２日 第２９５４回 

・米山奨学生卓話：イ キョング 君 

 「繋がり」 

・ソング：「我等の生業」 
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地域社会の経済発展月間／米山月間 

上げます。 

 気分を変えて、9月のシルバーウ

イークの秋分の日に、久しぶりに妻

の実家へ帰省した際、立ち寄った

福知山線廃線敷ウオーク約5キロを

散策して来ました。写真をご覧くだ

さい。 

 本年度は「コロナに負けるな」と気

合を入れるつもりで会員チャレンジ

を実施しておりますが、私個人的目標はダイエットにして

おります。ウオーキングだけでは、到底目標達成しそうも

ありませんが、今年8月からオープンした、「えみくる」に

通いながら、有言実行したいと今日改めて決意しており

ます。 

 和歌山県下の10月はコロナの感染者は抑えられていま

す。しかしコロナ禍のインフルエンザの流行を想定すると

今年の冬のクラブ運営も困難を来たすかもしれません。

改めて会員チャレンジをお浚いし、コロナに負けない、前

向きな姿勢でこの時代を共に進めでまいりましょう。 

 12月1日までに体重目標設定している会員の方は順調

でしょうか？目標が達成できない場合は、是非ニコニコ

献金へ無念の声を、そして達成した暁には、是非ニコニ

コ献金に喜びの声をしたためて下さい。米山基金でも、

ロータリー財団への寄付でも結構です。スポーツの秋、

読書の秋、芸術の秋、食欲の秋、コロナ禍ですが、それ

ぞれの秋を存分に楽しみましょう。 

 

（井上幹事） 

1、今月のロータリーレートは105円です 

2、地区よりガバナーエレクト事務所開設案内 

3、ロータリー文庫より決算書 

4、地区より地区役員変更案内 

5、地区より立法案検討会開催案内 

6、海南東ロータリークラブよりIM開催案内 

7、例会変更は後方に掲示 

8、8日理事会開催 

 審議事項 

①9月試算表 承認 

②10,11月例会プログラム 10月15日任泰然君卓話 11

月12日前期IDM発表 に変更後承認 

③前期IDM 場所は橘家、ZOOM併用 日程は10月中

の開催とする 食事は橘家で参加者のみ持ち帰り弁

当配布（飲食はしません） 

④11月5日、ガバナー公式訪問の方法について（最終報

告日は10月26日） 

対面式で申し込むが状況によりネット配信或いはＤＶＤ

方式の場合有り 

⑤橋本拓也君の退会の件 承認 

⑥⑤に伴い地区の委員と当クラブの役員及び指名委員

会委員長の後任について 地区委員は要望があれば

再度審議する クラブ役員は補填しない 指名委員会

委員長は細則に従い上野山栄作君を指名 

⑦推薦届の件 承認 

⑧マイロータリー登録推進担当について 広報委員会で

担当 

⑨USB.HUBの購入 承認 

⑩その他  

 意見交換  

①8日以降の例会開催方法について 対面、web、DVD

の3方式でするのが望ましい 

②親睦家族旅行及び新年例会の開催規模について 現

在のコロナ禍では親睦家族旅行は中止、新年例会は

規模を縮小して開催する 

③国際奉仕委員会より報告 意見交換の結果「ポリオ募

金の協力は国際奉仕委員会が例会内で募る」を審議

事項⑩その他に追加し承認 
 

（嶋田R広報委員） 

【横組】 

P5 祝、日本のロータリー100周年！ 

 2020年10月で100周年を迎えました。第2次世界大戦

の波に洗われて一時脱退しますが、戦後再び復帰加盟

しました。 

P7‐P11 コロナ渦での自然災害 

 各地からの思いをつなぐ 

 ロータリーの支援が書かれています。ロータリー命の

キッチンカーというものがあることを知りました。 

P14‐P15 第4代よねやま親善大使が紹介されています。 

P18‐P19 世界中のロータリープロジェクト 

 乳がんを発症するフランス人女性の数は8人に1人 

 リヨンウエスト・ローターアクトクラブが乳がんのサバイ

バーをテーマとする写真展を開き、募金も実施したと紹

介されています。 

P33‐P35 ポリオ根絶の記事が紹介されています。 

【縦組】 

P4‐P8 地域と共に歩む経営 

 （株）セコマ代表取締役会長 丸谷智保氏 

 地域と共に歩む地域密着型の戦略を立てられていま

す。雇用した人が辞めない仕組みを作る、働き方改革、

健康経営を実践されている素晴らしい会社だと思いま

す。  

P13 いびきに注意 

P23 ロータリーアットワーク 

 青森大学ローターアクトクラブ結成が紹介されていま

す。 

 

 

※ロータリー財団委員会（木本委員長） 

 菅原佳典さん、木本隆昭からポリオと財団特別寄付を

いただきました。 

 

 

「これも 仏教語 ？」  

      会員 児島 良宗 君 

私達が何気なく使っている日常

語。もとを辿れば仏教語であったり、

仏教の思想と深く関わっている言葉

が沢山あります。 

 ＲＣでは何かと挨拶が多いようです

が、簡単明瞭がベストです。 

 幹事報告  

 卓 話 

ロータリー友誌  

委員会報告 



お辞儀は頭を下げますが「首を相手に差し出す仕草」

で敵意のないことを表します。欧米で「互いに武器を隠し

持っていません」利き腕を封印する「握手」と同意。 

 「乾杯」は発声を頼まれただけで挨拶はＮＧです。最近

多くなった「献杯」は、一言故人を偲んでから遺影に向か

い静かに盃をあげ「献杯」と発声します。その後に「合掌」

や「黙祷」が続きます。 

 「印」サンスクリット語で「ムドラー」と言い、仏教の教えの

旗印・スローガンを「法印」と言います。印は大切なしるし

です。 

 昨今では、コロナ緊急事態宣言解除後も在宅勤務が

可能な働き方を進めるためペーパーレス化が進み、押印

を無くし電子決済を段階的に実施する企業も出現。就任

早々の河野行革相も「脱ハンコ」で奔走中。印鑑証明の

必要な届や契約・日本の紙幣の認印など課題も残ります

が、一変に印無用の時代になりそうです。 

「冗談」は仏道修業中の無駄話・無用な対話を言いま

す。それが仏道修行以外の場でも使われるようになり一

般化しました。 

料簡法意はジャンケン・ポンの語源説？仏様の教えを

羅針盤に間違いのない判断をしなさいということ。転じて

物事を決める掛け声に・・・。 

 「最初はグー」が定番ですが、言いだしは2月コロナ禍

で亡くなった志村けんさん。スマップとの対談後、タイミン

グ合わせに言った言葉。ザ・ドリフターズの「８時だよ全員

集合」で一般化しました。 

お経は声明・梵唄と言い、「呂旋法」「律旋法」「中曲」

と三種類の音階があります。この基本を外すとお経になり

ません。お酒が過ぎ舌が回らなくなった時など呂律が回

らんと言いますね。 

行儀作法は古くから重んじられてきました。出家修行

者が日常の「行・住・座・臥」の行為・礼拝など仏事の立ち

居ふるまいの方法・行事の儀礼を表す仏教語でした。 

高学歴若者の行儀が屡話題になっています。先年、

貴乃花親方が池坊審議委員から「著しく儀礼を欠いた」

ジャーナリストの桜井よし子さんが先月のコラム「美しき勁

き国へ」で「記者の非礼ぶりは言語道断」五輪の森喜朗

元総理は月刊誌「ＷiＬＬ」１１月号で「記者は最低限の礼

儀すら弁えていない」など。人は行儀作法で判断されま

す、気を付けたいものです。 

 灼熱の国インドでは「沐浴」が古くから日常化。特にヒン

ズー教ではガンジス河の聖水での沐浴が盛んでした。こ

の風習が日本の僧院にも取り入れられ「温室」と呼ばれま

した。古くは「ゆや」とも訓読され禅宗では修業の一つに

なっています。    

風呂は字のごとく蒸気で蒸されることを意味します。

「風呂」は「室」と同じで「あなぐら」や「岩屋」を指します。

現在のように、浴び湯に入るのは「湯屋」と言い「風呂」と

は別物でした。風呂と湯屋が混同されるようになったのは

江戸中期からのことで、その後次第に「湯屋」の方が一般

的になりました。 

 京都三大名閣の一つ飛雲閣は秀吉が建てた聚楽第の

遺構です。廊下を隔て「黄鶴台」がありますが太閤さん自

慢の風呂場です。豪華な風呂敷の上に座り汗をかき・サ

ウナを楽しんだのでしょうが、戦国の世の哀しさ、常に身

の危険を感じながら休息の場ではなかったようです。安

心してお湯を楽しめる「狭いながらも楽しい我が家」令和

の世に感謝しながら話を終わります。 

                               （辻本敬順著仏教用語辞典参照） 

 

 

 

   

３ 

地域社会の経済発展月間／米山月間 

閉会・点鐘 （橋爪（誠）会長） 

 

 

RID2640分区2組 IM開催案内 

 
 日程：2021年4月18日 

 場所：海南nobinos（ノビノス） 

    〒642-0002  

    和歌山県海南市日方1525-6 

 主催：海南東ロータリークラブ 

10月3日・4日 

米山奨学生 

研修旅行 


