
           

 

本日の例会（第１４６８回）    １０／５（水） 

《職業奉仕月間卓話》 

◆卓話紹介会員 職業奉仕委員会  委員長  加藤あつこさん 

◆スピーカー  国際ロータリー第 2760地区 

                職業奉仕委員会  委  員  早川  和男様 

◆題    名 職業奉仕と社会奉仕の違いについて 

※例会後、職場見学会を行います。 

次回の例会（第１４６９回）  １０／１２（水） 

《米山月間卓話》 

◆卓話紹介会員 米山記念奨学委員会  委員長  横田  徳久君 

◆スピーカー 米山奨学生 

               ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

◆題    名 ウズベキスタンについて 

第１４６７回例会記録      ９／２８（水）晴 

◆司    会 杉浦  定文君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も／唱歌・里の秋 

◆ゲスト紹介  梅村美知容さんゲスト  岩野    司様 

                         〃           石黒  博章様 

                         〃           川村  智康様 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1465回例会

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  8 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  7 名

出 席 率  76.32％  出席率訂正  97.37％

会  長  挨  拶 

古式捕鯨（網取り式捕鯨） 

会  長  半泊  與則 

鯨を見ると人生観が変わ

るという人もいます。私はほ

んの十数メートル先で五六

頭のザトウクジラが乱舞す

る様を見たことがあります。 

 

 

そこまでではなくとも 13 メートルを超える巨体は壮観です。

鯨ファンがいて当然です。ファンは大きく二つに分かれます。

捕鯨禁止を主張する保護派と日本古来の鯨文化を守ろうとす

る捕鯨派です。因みに、鯨は大きく二種類に分かれます。歯ク

ジラとヒゲクジラです。イルカは歯クジラの仲間です。4メー

トルくらいまでの小型のものをイルカと呼んでいます。 

江戸時代から日本の各地では網取り式の捕鯨が行われてい

ました。山見と呼ばれる見張りが高台から鯨を見つけます。水

平線上二寸のところに目を凝らし潮吹きをみつけます。見つけ

ると狼煙や旗で鯨の種類、方角を浜に知らせます。旗竿の上部

に木綿の白旗が一つだとザトウクジラというわけです。浜から

は勢子船(せこぶね)、網船、持双船(もっそうせん)が漕ぎ出ます。

海が深いところでは網が届く水深 40/メートルぐらいの浅瀬

まで勢子船で追い込み、待ち構えた網船が網を廻らします。八

丁櫓の勢子船は手漕ぎの木造船ではその速さは世界一といえ

るほどの代物です。当時幕府は八丁櫓を禁止していましたが、

焼津、鎌倉、そして土佐の室戸の鯨組の漁船にだけには許して

いました。網に追い込まれた鯨に勢子船に乗った羽指たちは銛

を投げ込みます。鯨が弱ると(死ぬと)、一番羽指と呼ばれるス

ーパーヒーローが飛び込み銛を足場に鯨によじ登り包丁で両

の鼻の穴に切り込みをいれロープを通します。文字通りあたり

一面は血の海の修羅場となります。そのロープを二艘の持双船

につなぎ鯨を挟み込みながら陸まで引きます。解体作業は時間

との戦いです。手早く処理し、生肉で或は塩漬けで遠く大阪、

京都の市場へと急行します。腐敗を避けるためにも鯨漁は 11

月から3月までと決められていました。 

鯨漁は一大産業でした。何百人もの人々が生計を立てていま

した。鯨組が貢ぐ冥加金は藩の財政を豊かにしました。鯨一頭

で七浦が潤うといわれました。羽指と呼ばれるヒーローも生き

た鯨に命知らずの戦いを挑んだわけではありません。羽指の命

がいくらあっても足りないような危険な仕事では鯨漁は産業

としては成立しません。あくまで安全に操業できてこそ長続き
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します。勿論、そうは言っても大海原で間じかで巨体の鯨と対

峙するのですから危険はつき物でした。やはりヒーローではあ

ったわけです。 

今、わが国は鯨をめぐる国際世論の只中にいます。肉から骨

やヒゲまで余すところなく利用するわが国の近海での鯨取り

は立派な長い歴史を持つ文化です。鯨供養等の儀式は鯨への感

謝の証です。しかし南氷洋での近代捕鯨はあくまで最近のしか

も大資本の産業であり、国際的には日本の古来の文化という主

張は通りません。鯨を食料資源として利用しようというのは別

の議論です。そこで、国際捕鯨委員会から近海での捕鯨を認め

る代わりに南氷洋での調査捕鯨を禁止するとの提案がなされ

ています。私は鯨が大好きです。見ることも好きですが、食べ

ることも大好きです。13 メートルを超える巨大な生き物を目

の当たりにしたとき、地球にはこんな素晴らしい生命が、生命

としての私たちの仲間いるのだと感じました。ともに共存でき

ればと思います。 

 

幹  事  報  告  

1.来る１０月１９日(水)の大口ガバナー補佐訪問の出欠票を同

封致しましたので、１０月５日(水)までにご提出下さい。尚、

当日は例会終了後、クラブ協議会を開催致します。理事、役

員、委員長並びに新入会員の方はお忘れのないようお願い致

します。 

2.来る１１月２日(水)は名古屋東急ホテルにて、当クラブホス

トによる名古屋北ＲＣと合同の松前ガバナー公式訪問にな

っております。出欠票を同封致しましたので、１０月１９日

(水)までにご提出下さい。 

3.地区ＲＣＣ委員会よりパンフレット「あなたのクラブにもＲ

ＣＣを！」が届きましたので、同封致しました。 

 

卓  話 

彼岸のこころ 

会  員    松岡  三明 

彼岸という言葉は「川の向

こう岸」という意味でありま

す。仏様が住む覚りの世界、

私達からいえば理想の世界を

表している。川のこちら側は

此岸（しがん）という、私達の住む迷いの世界であります。迷

いと苦しみの此岸から、覚りと安らぎの彼岸へ渡るのが仏道修

行の目的である。彼岸の起源は、はっきりしないが観無量寿経

（淨土教）に説かれている日想観よりきている。日想観は、沈

んでいく太陽に心を集中し、夕日の中にある西方極楽浄土を心

に思いを浮かべて修行する。日想観を修行するには太陽が真東

から昇り真西に沈む日（春秋の中日）が一番よいと考えられて

いた。経典には一週間一心に念仏修行をするように書かれてい

る。彼岸の行事が大衆化していく中で、すでに極楽浄土に往生

している人々を偲んで墓参りや追善供養に心が移ってきたと

考えられます。 

聖徳太子が創建された大阪の四天王寺は、日想観を修行する

には有名であったといわれ、四天王寺の下に海があり西門は大

阪湾に沈む夕日を見るのに最適の場所になったようです。彼岸

に渡る六つの教えが示されています。 

１．物でも心でも施しをする。見かえりを求めない。 

１．ブッタの示された戒を守り、清らかな心で過ごす。 

１．苦難に遭ってもひたすら我慢して耐え忍ぶ。 

１．一心に目標に向かってこつこつと毎日の生活、事業に努

力して基礎をつくる。 

１．静かに坐り心をととのえ、何事にも一生懸命つとめる。 

１．人間にとって、最も大切な正しい道を歩む為の判断力を

身につける。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

松岡  三明君 

卓話の時間を頂きありがとうございます。 

渡邉  泰彬君 

藤江博子ピアノトリオコンサートにお出掛け下さり有難うご

ざいました。 

昨日(9/27)の中部経済新聞全紙の⅔記事としてご紹介されま

した。 

梅村美知容さん 

岩野君、石黒君、川村君、ゲストとしてお連れしました。 

よろしく！! 

遠藤  友彦君 

中学卒 喜寿の同窓会をしました。 

【松岡先生、卓話宜しくお願いします。】 

半泊  與則君 古川  康司君 石黒    勉君 梅田    渉君 

梶川  久雄君 足立陽一郎君 岩田  満治君 柴山  利彌君 

尾関  正一君 横井    登君 横田  徳久君 山田  浩二君 

加藤  昌之君 星川  直志君 尾關實津成君 北村  紀子さん 

堀  美喜雄君

木村  雅一君

 

西脇  良一君 

宇都木  寧君 

 

杉浦  定文君 

赤崎  守弘君 

 

加藤あつこさん 

 

 

 


