
                                                                         

 

本日の例会（第１６０２回）   ７／２３（水） 

◆スピーカー 会 員 遠藤 友彦君 

◆題    名 水を掬すれば 

次回の例会（第１６０３回）    ７／３０（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

（時間：午後 5 時 30 分～  会場：アパホテル名古屋錦） 

第１６０１回例会記録      ７／１６（水）晴 

◆司    会 道家 泰之君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  38 名  前々回訂正  1599 回例会 

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  2 名中 

出席会員数  32 名  MAKE UP  1 名 

出 席 率  84.21％  出席率訂正  97.06％ 

会  長  挨  拶 

会  長  岩田 滿治 

例年大相撲名古屋場所

の開催中は独特の蒸し暑

い日が続きます。体の大き

なお相撲さんが、大挙して

名古屋に押し寄せてきた

のも一つの原因かも？ 

何はともあれ、会員の皆さまも健康第一にてお過ごし

下さい。 

本日は、外国人に聞く日本のすごいところを 7 点程紹

介したいと思います。 

「ただし欧米出身の外国人 50 人へのアンケート」 

1. 先ず治安が良い、殺人件数が世界一少ない。交番の

地域密着。また、日本では銃刀法によって、銃器・ 

 

 

刀剣類の所持が厳しく規制されていることも一つの

要因。 

2. 医療機器製品の水準が高い。電子血圧計の世界シェ

アー50％、眩しくないデンタルミラー、内視鏡、米

粒を掴む程の手術用鋏。蚊取り線香の輸出量年間

72 億巻き、アフリカ、東南アジア、中南米、中近

東向け、「蚊、蠅、その他害虫の媒介による伝染病の

防疫の貢献」。 

3. 親切で礼儀正しい。知らない土地での地理案内、落

し物、忘れ物などは 90％戻ってくる。 

4. 公共交通機関の時間の正確さ。3 分遅れてもお詫び

のアナウンス。 

5. 自販機。室内外を問わず設置されており、1 台で冷、

温どちらも選べる。ちなみに外国では室外には設置

しない、設置後 2 時間で販売機ごと無くなる。 

6. 花火の美しさ。音、色、形、特に音は単なる火薬の

爆発音ではなく、花火の中に発音材なるものが入れ

てあり音、色、形、のバランスが最高、最近は調合

を変えてドレミの音がでるような研究がなされてい

る。 

7. 桜の花の季節。大勢の人が満開の花の下でパーティ、

夜はライトアップされて特に美しい。 

＊余談ながら、中年女性に「姥桜」等といえば取り返し

のないことになりかねないが、実は「姥桜」なる言葉

は褒め言葉！中年になってもなお若々しく、お色気の

ある女性の事を言います。そのような誤解を受ける前

に必ず、美しい桜の一種ヒガンザクラの別称で「姥桜」

と、前置きされたらいかがでしょう。念の為！ 

幹  事  報  告  

1.来る 11 月 1 日～3 日に久屋大通公園で開催されます

「第 2 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」のチラシ
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が届きましたので、同封致しました。 

2.来る 7 月 30 日(水)の夜間例会及び I.D.M.の出欠票の

締め切りは7月18日(金)までとなっておりますので、

よろしくお願い致します。 

委 員 会 報 告 

・「地区ロータリー財団セミナー」報告 

（ロータリー財団副委員長    梅田  渉） 

 

新会員職業紹介 

真宗大谷派 有隣寺住職 

 祖父江 佳乃 

真宗大谷派は全国に約

9000のお寺があります。

それぞれのお寺に代表役

員としての住職がおりま

すが、そのうち女性は 115 人です。大谷派では女性僧

侶の道は浅く、昭和 19 年にはじめての女性僧侶が誕生

しました。背景としては、戦中です。寺の住職が、戦争

にとられ、寺の役割を担うものがなくなり、それで、そ

れまで坊守と言われてきたものが得度をし、僧侶となっ

たのが始めです。 

真宗には、10 宗派があります。正式には 12 派です

が教団連合に加盟していないため、10 派とここでは記

させていただきます。宗祖は親鸞聖人。その血脈とお弟

子方が宗派をお開きになり、10 の派ができました。中

でも大きいのが東西両本願寺。お東お西といわれる本山

ですが、以前はこの二つは一つの本願寺でした。ですが、

時の政権によって分派されていったのです。本願寺 11

代顕如上人のころ、本願寺は織田信長との戦いを 11 年

も続けておりました。石山合戦と呼ばれるものです。石

山本願寺、今の大阪城を明け渡す、渡さないでの戦いで

すが、各地で一向一揆という争いがおき、天正 2 年長嶋

の一向一揆では2万人の門徒が織田勢に焼き殺されてい

ます。が、この戦いで信長の弟は撃ち死にしています。

また、毛利水軍が本願寺に物資を補給していましたが、

これに対し、織田勢は軍艦を作り水軍を打ちのめしてい

ます。泥沼の戦いに朝廷が仲介となり和睦しますが、そ

の際顕如上人の長男である教如上人は父たちが本願寺を

明け渡したのちも、本願寺に居座り続けました。親子は

そこで断絶するのですが、本能寺の変で織田信長がなく

なったことにより親子の縁は取り戻されます。が、その

あと、豊臣秀吉の策略により、本願寺を継ぐのは弟の准

如であると定められ、教如は本願寺を去ります。その教

如を庇護したのが徳川家康です。堀川に建てられた本願

寺の東、京都東六条の地を寄進され、親鸞聖人の御真影

を前橋の安楽寺より迎え東本願寺が建立されました。こ

れが、東西両本願寺のなりたちです。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん 

「明日行くよ 家族みんなで 名古屋場所」感謝。 

尾関  正一君 

ニコボックスご協力ありがとうございます。 

【暑い！! 暑い！! 冷えたビール飲みたい。】 

岩田 滿治君 古川 康司君 西脇 良一君 足立陽一郎君 

渡邉 泰彬君 梶川 久雄君 横井   登君 加藤あつこさん 

遠藤 友彦君 柴山 利彌君 道家 泰之君 北村 紀子さん 

梅田   渉君 近藤   朗君 星川 直志君 尾關實津成君 

小關 敏光君 

西脇 多吉君 

半泊 與則君 

阿部 美男君 

藤原 研一君 

玉置 正樹君 

赤崎 守弘君 

 

加藤 昌之君 

横田 徳久君 

加島   光君 

 

祖父江佳乃さん 

入江由希子さん 

木村  雅一君 

 

 


