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8日 内部卓話 山井辰夫会員
15日 内部卓話 松永忠昭会員
22日 内部卓話 佐藤憲三郎会員
29日 内部卓話 是永潤一会員
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の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

それでこそロータリー

 ゲ ス ト

川谷龍眞氏（宗林寺住職）、奥田和茂氏（奥田生コン(株)）
金光伸也氏（宇佐市観光まちづくり課）

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

昨晩中津に飲みに出た話をします。1件目を終えて

と言ったら、はい財布と渡されまして、私も楽しくて

新開会員の言葉を借りると、いい加減に酔っておりま

財布のことを忘れていまして、これは警察に持ってい

して、2件目に向かう途中に大きな財布を拾いました。

かねばと思い、代行を呼び派出所に持って行きました

行った先の店のママに財布を拾ったので警察を呼んで

が、時間も遅く、誰もおらず本署に持って行きました

くれと、はしゃいで冗談ぽく言ったみたいで、悪ふざ

ら、ただ財布を届けて終わりと思っていたら事情聴取

けで自分はお金を持っているのでこの財布全部渡して、

みたいなのを受け、帰りたいのに免許証を出せとか、

ちゃんとお金を払って帰る、お金を持っているんだと

謝礼はいるかとか聞かれまして、ちょっと間をおきま

いう様な、嫌みな客にみたいになっていたようで冗談

していりませんと言いましたが、酔っているときは素

と思っていたようです。午前0時頃帰ろうと思い精算

直な欲が出るんですね、ちらっと貰っても良いのかな

事務局
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とかげって、返事が遅れました。最後はサインをさせ

1）次週の例会は、休会です。

られまして、中をあけて見ましたら4万5千円と免許証

2）先週に引き続き、映画『カラアゲUSA』協賛に

カード等が入っていました。多分今頃は本人の処に届
いているかと思いますが、一番大変だったのは代行を
待たせていたので追加をとられてしましました。やは
り良いことをするのは労力とお金が掛かると言うこと
です。

ご協力お願いいたします。（BOXにて）
６．欠席連絡
河村正一会員(MU済)、藤林鋭司会員(MU済)
７．本日の当番
斉藤順一会員、佐々木正博会員

本日の会長の時間は本当は熊本東南ロータリークラ
ブの30周年の話をしようと思っていましたが、この話
をしないと元を取れないなと思い急遽いたしました。

【カラアゲ☆ＵＳＡ協賛金のお礼】

ということで来週は、熊本東南ロータリークラブの30
周年での深い深い話をいたします。

宇佐市役所観光町づくり課 金光氏
映画『カラアゲ☆ＵＳＡ』ではご協賛いただきあり
がとうございました。上映は9月6日にウサノピア及び
パークプレイスＴジョイで公開になります。ＰＲの程、

幹事報告

本庄伸子幹事

宜しくお願いいたします。また、全国では9月20日か

１．来信

らロードショーとなりますので、それまでに私たちも

なし

ＰＲを続けて参ります。あわせまして宇佐市のロケ地
となりました場所のマップも作成しましたので今日置

２．例会変更
杵築RC：5/1(木)は休会

いて帰りますのでご覧下さい。また、制作協力券100

中津RC：4/30(水)は休会

枚もお預けしていますが、プレゼントも当たるように

中津平成RC：①5/1(木)は休会 ②5/22(木) →5/25

なっていますのでご応募下さい。宇佐市図書館でも使

(日)「香々地青少年の家」に変更；地引き網青少
年事業の為 ③5/29(木)は18:30～「居酒屋二十八

用した衣装等の展示も5月11日までしていますのでご
観覧下さい。

万石」に変更；クラブ協議会の為
３．週報受理
宇佐2001RC、くにさきRC、中津中央RC
４．理事会報告
1）５月のプログラムについて；承認
1日 休会
8日 内部卓話 山井辰夫会員
15日 内部卓話 松永忠昭会員
22日 内部卓話 佐藤憲三郎会員
29日 内部卓話 是永潤一会員
2）Ｅクラブでのメークアップについて；否決（当
クラブではMUとして認めない）
3）社会奉仕委員会

小学校への図書寄贈につい

て；承認･･･今年度は高家小学校
4）事務局のファクス買替え（機器不調のため）に
ついて；承認
５．お知らせ

委員会報告
◎青少年奉仕

斉藤順一委員長

先日4月21日柳ヶ浦高校インターアク
トクラブの例会を行いました。藤本会長、
宮本会員、佐々木会員御出席ありがとう
ございました。そして、来月の活動としまして10日に、
宇佐市塾主催の平和ウォークの出発地点が柳ヶ浦高校
グランドということで、インターアクトクラブが参加
者の受付の手伝いや血圧の測定等をすることになりま
した。8時半から受付で、11時頃出発となりますので、
インターアクト生と一緒にお手伝いをお願い致します。

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：本日の卓話、川谷龍眞和尚よろしくお
願いします。奥田さんようこそいらっしゃいました。

求不得苦
五陰盛苦
福祉とは何かと言いますと、仏教で言う四苦八苦で

河村会員、藤林会員、石部会員、熊本東南30周年で

は無かろうかと思っています。皆さん四苦八苦という

はお世話になりました。

と困っているときに使われる事が多いと思いますが、

本庄伸子幹事：川谷様、今日は卓話ありがとうござい

これはお釈迦様がおっしゃった言葉で、お釈迦様はこ
の人間世界を忍土と申します。堪え忍ぶ世界、何で堪

ます。
末宗為十会員：奥田さん本日はようこそ。川谷様卓話

え忍ぶかと言うと、四つの苦しみと、八つ苦しみがあ

よろしくお願いします。宮丸会員に大変お世話にな

るからだとおっしゃっています。これがどうして福祉

りました。

と結びつくかと言いますと、四苦のほうの生老病死、

是永潤一会員：川谷先生卓話よろしくお願いします。

生とは人間世界に生まれきた苦しみ、老とは老いてい

住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させていただきます。

く苦しみ、病んでいく苦しみ、死んで行く苦しみ、こ
れは全ての人間に平等で必ずやってくることで、生老

ニコニコ累計

５３３，０００円

病死の中で色んなかたちで必ず福祉を受けるというこ
とになります。昭和５２年福祉の世界に入りました。
その前の昭和４８年に僧侶になりまして、僧侶になる

外部卓話
「生かされている今 ～おかげさまの世界」
川谷龍眞氏（宗林寺住職）

ことを出家と申します、出家の反対は家出で家出とい
うのは不満不足があるということで、それにひきかえ
出家というのは、全てを捨てると言うことで、全てを
捨てると言うことは言い換えると命がけということに
なるわけです。私もいま僧侶として生きていますが、
やはり僧侶の仕事は命がけだなといつも思うわけです。
そういう世界と福祉の世界は非常に重なるのかなと考
えています。生老病死＝四苦は必ず私たちにはやって
くるということです。そして八苦ですが、最初の言葉

１．はじめに

の愛別離苦は約２５００年前のお釈迦様の言葉ですが、

37年間福祉の世界「福祉は人なり」

良くお通夜で申しますが、必ず別れなければならない、

初めてこういう会に参加させていただきましたが、

それは家族であったり友人であったり、自分を支えて

皆様とご唱和しました「それでこそロータリー」良い

くれた方たちであり、必ず別れる苦しみ、ただ単に恋

歌ですね、要するに人間同士仲良くやって行きましょ

人同士が別れるとか夫婦が別れるとかでなく、もっと

うということだと思いますが、仏教も同じ事かなと思

深い人間関係の別れがやってくる。そしてその別れも

います。先ほど藤本会長よりご紹介いただきましたが、

順番通りには来ない。・・・・・順番通りにいけば家

私３７年間福祉の方に務めていましたが、今年春退職

は繁栄する。それが逆になればこれほど悲しいことは

いたしました。

無く、下手をすれば家は絶えてしまう事になる。そう
いう世界が愛別離苦ということです。そして怨増会苦、

２．四苦八苦の世界 「福祉の原点」
四苦 ～ 生老病死
人聞として避けて通れない普しみ
八苦 ～ 愛別離苦
怨増会苦

字のとおり、恨み憎しみ会う苦しみ、人間世界色んな
ところであり、家庭内でも憎しみを持つ、夫婦でもそ
うなんです、嫁姑の世界でもそうです、会社の中でも、
社会の中でも地域の中でも、どうしても合わない人間
が存在します。その合わないというのは何かというと、

私たちというのは物差しを持っており、自分にとって

４．聴聞 ～聞くことの意味(心)

良い人は良い人、物差しで悪ければあの人は嫌いな人、
合わない人ということです。職場でもそうです、合う

５．おかげさま～感謝

人間合わない人間は必ずいます・・・・・それを爆発

・賞状のこと

してはいけません、それを噛みしめよということです。

・相田みつをさん 「のに」から「こそ」の世界

怨増会苦を知れと言うことです。そういう世界で生き
ていくことの辛さ大変さもあるけれど、それを越えな

※しあわせ 星野富弘

いといけないというのが、怨増会苦の味なんです。私

よろこびが集まったよりも 悲しみが集まった方が

も合わない人間や嫌いであった人間と付き合って見れ

しあわせに近いような気がする

ば意外と合うんだなというのが、経験上ありますが、

強いものが集まったよりも 弱いものが集まった方が

怨増会苦の世界も同じなわけです。そして求不得苦、
欲しいものが得られない苦、隣の芝生じゃありません

真実に近いような気がする
しあわせが集まったよりも ふしあわせが集まった方が

が、ねたみや嫉妬というのが出てくるわけで欲しいも

愛に近いような気がする

のがなかなか得られない、そこには努力というものが

「四季抄 風の旅」より

必要になってきます。求不得苦、欲しいものが得られ
ない、地団駄踏むだけじゃ駄目ですよ、そこから努力
して欲しいという想いがあるわけで、そこを汲まなけ

６．おわりに
今気になること ～引きこもり、子育て等

ればいけない、そのことがこの言葉の深い深い味わい
じゃなかろかなと思います。最後に五陰盛苦、五陰盛

本日はありがとうございました。

苦というのは体全体で、目、鼻、耳、口とか五感を通
したとか、そういうことなんですが、そういうところ
から人間の煩悩、燃え上がるものすごい苛々感とかも

出席報告

やもや感とかどうしようもない世界です。例えば嫉妬
の世界もそうです。そういう体の中で燃えさかる、心
と体と裏腹に燃えさかる苦しみが五陰盛苦です。そう
いう四つと八つの苦しみを合わせて四苦八苦で、それ
で私たちは時々困ったときに四苦八苦してるなという
のは、こういう言葉です。これが私は福祉のひとつの
原点ではなかろかと思います。福祉の共通点というの
は、この苦しみを少しでも和らげる、少しでも支えて
いこうというのが、介護福祉であったり、生涯福祉で
あったり、児童福祉であったりするのではないかと思

米澤哲也委員長
第2299回（4月24日）
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1名
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欠

席

数

0名
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１００％

事前メークアップ
石部幸二会員、河村正一会員、藤林鋭司会員
（以上3名 熊本東南RC30周年）

います。・・・・・・・
※出席率の更正
◎4/10の出席率は1名のメークアップにより

３．アメリカ橋

87.10％→９０．３２％に更正

バージニア州ノーフォーク 米軍の海軍基地
ダニエル(28) 生まれはサンフランシスコ

事後メークアップ
宮本順二会員（IAC例会）

朝鮮戦争で負傷入院
カウンセリング
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