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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「小さな奇跡から少し…」
　2014-2015年度 米山記念奨学生　ルクマリ 様

▶12月11日のプログラム
　「イニシエーションスピーチ」
　大塚　学 会員，横田　亮 会員

「お世話になっとる」シリーズ
「会陽コミュニティーで行う死生観醸成教育」

高野山真言宗別格本山 金陵山 西大寺
副住職　坪井綾広 様

11月27日のプログラム

　昨今，宗教界にある問題と言えば死生観の希薄化だと考えられます。死生観と
は簡単に言うと死に対しての捉え方だと思います。死を上手く捉えることが出来
なくなると，生き方についても上手く捉えられなくなります。その結果，宗教儀
礼の簡略化だけでなく，大きな社会現象として無関心，無差別殺人，いじめや自
殺問題，自己中心的な極悪犯罪等につながっているのではないでしょうか。
　一つの原因として考えられるのは宗教的情操教育の禁止です。未だに多くの方
がこれを肯定的に見ているのは，不均等な宗教教育が一方的な宗派への勧誘につ
ながってしまう事を恐れているからだと思います。しかしながら，戦後これを禁
止した GHQ は不均等な宗教教育をしてはいけないから禁じていたのではなく，
日本人の死生観を壊し骨抜きにすることが目的だったと思われます。日本の神道や仏教は死を如何に上手
く捉え，如何に上手く生きて行くかを説いた大切な教えであり，死生観を考える為の宗教と言っても過言
ではないでしょう。その宗教教育が無い事で，死生観を観る事ができず，死に対してイメージも，今ある
命についての尊厳も理解できない若者が増えているのではないでしょうか。つまり死生観の希薄化が自分
の命は勿論，他人の命を考える事もできない自己中心的で，生きることへの価値や意味を見出せない，骨
抜きにされた日本人へとつながっているように感じます。
　この問題を解決する糸口としてはまず，宗教的情操教育たるものを正しく理解しないといけないと思い
ます。宗教的情操教育とは入信や勧誘，中立性を欠くような教育ではなく，聖人君主の言葉を使って命の
大切さや，タブー視される死について直視させる教育だと考えます。また，2006年に教育基本法が改正さ
れて以降，道徳教育が注目されていますが，日本特有の道徳観とは必ず神道や仏教の流れがあるので，そ
こをしっかりと理解し道徳教育を行う事が必要だと思います。
　そして何よりもアクティブシチズンシップ（能動的な市民参画意識）による死生観醸成教育が必要です。
中には「お寺さんが頑張ってくれないと始まらない」と言われる方が多いかとは存じますが，公に宗教教
育ができない立場上，市民の皆さんによる強い宗教教育への意識改革が必要です。学校や行政で教えられ
ないとするのであれば，神社仏閣は勿論，まちづくり団体，企業，市民が一体となって神社やお寺での勉
強会や，ちびっこ修行体験事業を度々開催していく事で次第に意識は変わるものだと思います。西大寺の



強みとしては2006年の教育基本法改正に伴い，近隣の歴史文化を学ぶ機会として，「会陽」の課外授業が
多くなっております。これをチャンスに，今では死生観の醸成は勿論，歴史観，国家観について学んで頂
く機会を提供しています。「会陽」はまさに地域をつなぐ宝であり，会陽コミュニティーが沢山増えること
で，「会陽」がテーマとする「命の大切さ」についての学びの和が広がっていく事を期待しております。
　東日本大震災では相互に助けあって強く生きぬく，日本人の精神性が世界中で評価されました。それに
気づかされたかのように，精神的価値観が見直され，死生観についても深く考えさせられる時代となりま
した。これからも未来を担う子供たちに夢や希望を持ってもらい，生きることへの喜びを与えてくれる環
境を市民の皆さまと創れる事を夢見ております。

例会報告（11/27）

出席報告
　会員数　95名（内出席免除者18名）
　出席者　82名（内出席免除者出席15名）
　出席率　89.13％（前々回訂正後出席率91.49％）
　ビジター　３名

会長挨拶・報告
　皆さん，こんにちは！　来週からは早や12月であります。先週は，岡山県危機管理課参事であられる田
原昭彦さんから，“防災力向上に向けて”という演題で卓話をいただきました。少し例会時間を超過しまし
たが，実に有益なお話をいただきました。特に，現代は何が起きても不思議ではない時代である。今日ほ
ど手と手を取り合っての「絆」が大切な時代はないと教えていただきました。
　私たちロータリークラブも「絆の団体」でございます。互いの繋がりを何よりも大切にしながら，絆を
一層深めて参りたいと思います。
　本日の卓話は，「高野山真言宗別格本山 金陵山 西大寺」の副住職であられる坪井綾広様より「会陽コ
ミュニケーションで行う死生観醸成教育」という演題でお話をいただきます。ご清聴いただきたいと思い
ます。
　来春もまた，青少年奉仕活動の一環として「少年はだか祭」への協賛はさせていただきたいと思います
が，更に子ども達にもっと感動を深めてもらうために，小学生高学年の子ども達を対象に，本堂の大床に
上がって，今少し本格的な「少年会陽」を執り行うことが出来ないかと検討をしていただいております。
　「少年会陽」を行うことにより，子ども達に本当の感動を与え，地域の伝統文化の継承と，地域の未来に
繋がる事業になるのではないかと提唱をしていただいております。実施をするには，今しばらく環境整備
に時間を要するようでありますが，副住職様には，お取り図りいただきますよう，よろしくお願いをいた
します。
　また，小学校への「点字ブロック教材の配布」につきましては，皆様のご協力のお陰で，約７割方の配
布が出来たようでございます。“あと一息”となっておりいます。最後までどうかよろしくお願いいたしま
す。
　今夜は18時30分より，アークホテルにおいて新入会員歓迎会がございます。ご予定いただいているお方
は，ご出席の程よろしくお願いいたします。

幹事報告
１．本日18：30よりアークホテル岡山において，新入会員歓迎会を開催いたします。出席予定の方はよ

ろしくお願いいたします。
２．12月のロータリーレートは，１ドル＝112円です。
３．他クラブ週報を回覧しますので，ご覧ください。

委員会報告
●親睦活動委員会　貝原明宏 委員長
　年末家族特別例会の申込み締切り日がきておりますが，まだ申込みされる人があると思われますので，
ご家族と打合せの上，至急参加申込みされますようお待ちしております。

●青少年奉仕委員長　冨山直司 委員
　本日例会終了後，第11回目の委員会を開きますので，委員の方は集合下さい。

お 食 事
烏賊と季節野菜 XO 醤炒め，特製焼売，
中華風魚の南蛮漬，スープ，御飯，ザーサイ



●スマイル●
更井 糸島先生に大変お世話になり，ありがとうございました。
丹羽 体調を崩し，約２ヶ月間，安静加療していて，ロータリーを欠席しまして，申し訳けあ

りません。又，ご心配をおかけしました。検査値も正常になり，ほぼ完治しました。又，
出て来ますので，これからもよろしくお願いします。

西下 麻雀同好会にて優勝しました。大変楽しい会で皆様ご参加下さい。
本德 坪井副住職さん！ようこそお越し下さいました。本日は卓話，よろしくお願いします。
齊藤（博） 「東風の会」で第２位になりました。何年ぶりかで始めた麻雀でしたが，おもしろいもの

です。昔やった人は是非参加して下さい。
安藤 坪井副住職をお迎えして。
根木 ようこそ副住職！（檀家なので，お布施とスマイル両方にして下さい。）
赤松 寒くなり，山の景色が日に日に変ります。本日もご出席ありがとう存じます。
髙藤 ワイフの誕生祝いありがとうございました。
阿部 明後日11月29日（土）イオン岡山店ソフト・オープン。３世代をターゲットにした婦人服

「Sheth（シス）」１F にオープンします。よろしくお願いします。
大橋 先日，駅前対策として30年ぶりにおしゃれな自転車を買いました。その姿を見て妻から

一言「ボリショイサーカスの熊みたい」終り。
舟橋 ①今週火曜日の山陽新聞に私とよく似た人の写真が掲載され，お問い合せいただきまし

た。中高生向けの生殖補助医療関係のイベントでした。　②藤岡会員たいへんお世話にな
りました。がんばります。　③本日は妻の誕生日です。お花ありがとうございます。

横手 三垣様，藤岡様，先日はご迷惑をおかけしました。
近藤（聡） ちょっと遅くなりましたが，第３回ゴルフ同好会にて３位に入り，久し振りに週報に載

る事ができました。もう少し真面目にしてれば優勝だったのに！！
石原 西大寺観音院副住職 坪井綾広様，おいで下さいましてありがとうございます。
神田 マージャン同好会ではお世話になりました。二回連続で最下位でした。残念！　次は

トップを目指します。
坪井（二） 11月21日，点字ブロック啓蒙プロジェクトにて高橋会員，世良会員，大変お世話になり

ました。37年振りに母校の小学校を訪問でき，大変なつかしく幼少期を思い出しました。
誠にありがとうございました。

大塚 本日の新入会員歓迎会はよろしくお願いいたします。ちなみにカラオケは「酒と泪と男
と女」を歌います。

勘藤 西大寺副住職 坪井師をお迎えして。本日の卓話を楽しみにしております。スリランカの
人より「あんな人は僧侶ではない」と言われた S.A.A. より。合掌。

 19件　83,000円
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12月の月間行事予定  家族月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
４日通常例会

11日通常例会
18日通常例会

25日特別例会

・お祝い行事
・「小さな奇跡から少し…」

2014-2015年度 米山記念奨学生　ルクマリ 様
・「イニシエーションスピーチ」 大塚　学 会員，横田　亮 会員
・「点字ブロックについて」

社会福祉法人 岡山県視覚障害者協会 理事　竹内昌彦 様
・「年末家族特別例会」（於 岡山プラザホテル）

４日・理事・役員会
６日・ 視覚障害者安全誘導システム

「点字ブロック」啓蒙活動プ
ロジェクト 障害物撤去活動

14日・ 次期クラブ R 財団委員長研修
会（コンベンションセンター）

　　・ゴルフ同好会（倉敷 CC）

12月の月間メニュー
４日通常例会
11日通常例会
18日通常例会
25日特別例会

・（ミリオンダラーミール）チキンカツカレー，サラダ，コーヒー
・鰤照焼き あしらい一式，揚げ出し豆腐，春菊と木の子白和え，味噌汁，御飯，漬物，デザート
・岡山寿司，茶碗蒸し，吸物
・「年末家族特別例会」（於 岡山プラザホテル）



自慢の唄を披露する新会員の皆さん

新入会員歓迎会（11/27）

　11月27日（木）18時30分より，アークホテル岡山にて，本年度第１回の新入会員歓迎会が，新入会員３名
を含む総計57名が出席して，賑々しく開催されました。
　本德会長より会員増強はクラブの活性化を図る上で大変重要なことであり，クラブ行事や奉仕活動を通
じて親睦を深め，明るく楽しいロータリーライフを送って下さいとの挨拶がありました。その後，新入会
員の自己紹介や自慢の唄の披露などもあって，和やかに楽しい歓迎会となりました。

本德会長 挨拶 石井直前会長 乾杯

坪井二郎 会員 大塚　学 会員 横田　亮 会員 齊藤副会長 閉会挨拶

大塚　学 会員　平成26年11月６日入会
㈱大塚デザイン　代表取締役社長

（推薦者）石井英行 パスト会長，池田博昭 会員

坪井二郎 会員　平成26年９月４日入会
いちよし証券㈱　岡山支店長

（推薦者）髙藤祚嗣 会員，西下裕平 パスト会長

横田　亮 会員　平成26年11月６日入会
横田合同法律事務所　所長弁護士

（推薦者）石井英行 パスト会長，冨岡正機 会員



写友「輪影」近江・日吉大社撮影旅行（11/30）

　11月30日（日），比叡山の麓に鎮座する関西屈指の紅葉スポットの日吉大社で，境内の約3,000本のもみじ
を撮影しようと総勢17名の参加があり，賑やかな日帰りバス旅行となりました。元会長の頼実一男先生に
も元気な顔を見せていただき，会員の皆さんが境内の撮影スポットを探しながら紅葉狩りを楽しみました。
残念ながら紅葉はかなり散っていましたが，紅葉の絨毯も格別にきれいでした。お昼には坂本名物の「鶴
喜蕎麦」で創業290年におよぶ伝統のそばをみんなで堪能しました。
　なお会員の力作は，来年開催予定の第26回写友「輪影」展をお楽しみにしてください。
 ［文章・写真提供：内山淳 会員］

撮影スポットを探しながら紅葉狩りを楽しむ皆さん 糸島パスト会長の乾杯で昼食会

参加者全員で記念撮影



♬ ４つのロータリーソング ♬
◎　奉仕の理想

奉仕の理想に　集
つど

いし友よ　　　
　　　　　　　御国に捧げん　我等のなりわい

望むは世界の　久
く お ん

遠の平和　　　
　　　　めぐる歯車　いや輝きて
永
と わ

久に栄えよ　我等のロータリー

◎　我等の生業
我等の生

なりわい

業　さまざまなれど　　
　　　　　　集いで図る心は一つ
求るところは　平

やわらぎ

和　親
む つ び

睦　　　
　　　　　　　　力

つと

むるところは向上奉仕
おうロータリアン　我等の集い　

◎　手に手つないで
手に手つないで　つくる友の輪　　　
　　　　輪に輪つないで　つくる友垣
手に手　輪に輪　ひろがれまわれ　　
　　　　　　　　　　　　一つの心に
おおロータリアン　おおロータリアン

◎　それでこそロータリー
どこであっても　やあと言おうよ　　　
　　　見つけた時にゃ　おいと呼ぼうよ
遠い時には　手を振り合おうよ　　　　
　　　それでこそ　ローローロータリー


