
 
 
 
 
 
 
 

第 1440 回例会 18 年 4月 24 日(月) 
 海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘           会長 塩崎博司 
２．ロータリーソング      「手に手つないで」 
３．ゲスト紹介       

医王寺住職 橋本真人 様 
４．出席報告  

会員総数74名 出席者数53名 出席免除会員2名 

  出席率 73.61％ 前回修正出席率 76.39％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 みなさん、こんにちは。本

年度もあと少しで終わります。

私自身振り返ると地区行事で

は、会長エレクト勉強会、会

長エレクト研修会、最後の研

修会が地区協議会です。この

会への参加者は会長エレクト

及び次ロータリー年度に指導

的役割を果たす幹事をはじめ

会長エレクトから指名された委員長さんです。この研

修会に出席し研修を受けないと次年度クラブ会長や

リーダーになることが出来ないと云うのが原則です。

この様なことですから、地区協議会に対する全般の責

任を持つのは、次年度ガバナーです。平尾ガバナーエ

レクトの指示及び監督のもと、地区研修リーダーや各

地区委員会委員長などの協力を得て平尾エレクトが

立案実施して地区協議会は運営されます。 

 そして地区協議会を指揮するこのガバナーエレク

トが研修を受けてくるのが国際協議会です。この協議

会の日程は６日間、配偶者同伴で、アメリカアナハイ

ムで開催され世界中のガバナーエレクトが一堂に集

まります。この会に出席しないと次期会長になれませ

ん。 会の「目的は先ずガバナーエレクトにロータリ

ーの教育を行い、運営上の任務を指導し、鼓舞奨励し、

さらに出席しているエレクトや他の人に次年度ロー

ターリープログラムや活動の実施方法を討議計画す

る機会を与えること」RI 細則となっています。 

 この協議会に於いて、次年度の RI 会長のテーマが

発表されプログラムが協議立案されるわけです。 

  帰省した平尾ガバナーはこれを元に地区協議会を

たちあげることになります。この様にガバナーが選出

され、引き受けたクラブとして、３つの研修会を始め、

地区の会合、クラブ公式訪問、地区大会と地区ゴルフ

大会などの行事を開催いたします。ご苦労様でした。

後少しご協力をお願いします。 

 

６．幹事報告 

○休会のお知らせ 
 和歌山ＲＣ  5 月２日（火） 
 有田南ＲＣ  5 月２日（火） 
 粉河ＲＣ  5 月３日（水） 
岩出ＲＣ  5 月４日（木） 

 
７．米山奨学生カウンセラー委嘱状伝達 

土井元司君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お世話する 2006 学年度奨学生は、 

王 慧芝(WANG HUI-CHIH)さん。 

台湾の 27 歳 女性です。  

８．委員会報告 

○世界社会奉仕（WCS） 土井元司君 

フィリピン・レイテ島の土砂崩れ災害義援金につい

て、皆さんのご協力で、沢山集まりました。有り難う

ございます。 

 

９．ゲスト卓話  

○紹介 小椋孝一君 

 本日のゲスト、橋本真人（はしも

と しんにん）様は、私たちの仲間

の故橋本憲紹さんの息子さんで、現

在、お父様の後を継がれ、高野山真

言宗・医王寺住職として、また、高

野山本山布教師、高野山大学講師としてご活躍されて

います。本日の卓話よろしくお願いします。 
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「心を洗う」    医王寺住職 橋本真人 様 

 みなさん今日は。

お招きにあずかり有

り難うございます。

また、父が生前、み

なさんに大変お世話

になりまして重ねて

御礼申し上げます。 

 本日は、私がお坊

さんになったことに

ついてお話申し上げ

ます。人生には「二

度生まれ」というこ

とがあります。一度

は母親から生まれる時で、もう一つは、人生で転機と

なる人との出会いがあり、そこから人生が変わると言

う二度目の生まれがあります。 

私は 15 歳で高野山に上がりました。父の勧めで、

高野山高校に入学しました。そして、大学 2年生のと

きに単車で事故を起こしました。高野山で正面衝突し

てしまいまい病院に運ばれました。その夜、意識不明

で生死を彷徨いながら、ふと目が覚めると、庵の先輩

が「南無大師遍照金剛」と題目を唱えながら、徹夜で

看病してくれていました。その後、阪大病院に転院し、

治療を受けることになり、その時、主治医の先生に「あ

なたは高野山大学の学生ですね。白隠禅師というお坊

さんを知っていますか。白隠禅師は、結核という病魔

と闘い、当時は難病でほとんどの人が死んでしまう病

気を自分の信仰の力で治しました。あなたも自分の力

で早く治しなさい」と教えられました。そのおかげで、

私は3ヶ月予定の入院生活を1ヶ月で退院できるよう

になりました。そして、高野山に帰るとき、母に「あ

なたを助けてくれた先輩に頭を畳にすりつけてお礼

を言いなさい」と告げられました。母は人生をやり直

すにはそのくらいの覚悟が必要だと教えたかったの

だと思います。その後、私は助けてくれた先輩にお礼

を申し上げ、先輩のことを聞きました。先輩は愛媛県

の寺の生まれで、弘法大師の教えを聞いて育ちました。

「人のためになることができる人間になりなさい」と

修行を続けているが、死にかけた私を見て、それに気

がついたと言ってくれました。その時から私は、まじ

めに修行を積み重ね「人のために」と生まれ変わりま

した。私は父が癌に侵されたとき、歌を教えてもらい

ました。明恵上人の“落ちぶれて 袖に涙のかかる時 

人の心知るらん”です。父は癌の痛みに耐えながら、

私に伝えたかったのだと思います。成功する人の条件

に三つの言葉があります。一つは自分の努力、二つ目

は神仏のご加護、三つ目は人のご縁です。自分が幸せ

になることを思う前に相手が幸せになることを願う。

その心が伝われば自分も幸せになれます。それを「回

向」と申します。我が喜びを優先すると駄目になるの

かも知れません。最近は世の中の時間が早く自分を見

失いがちになります。皆様お会いできたご縁に感謝申

し上げます。 

10．次回例会 

第 1441 回例会 平成１８年５月１日（月） 

18：30～ 海南商工会議所４F 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 

林 孝次郎君  週報に立派な写真を載せていただ

き、有り難うございます。 

口井 健司君  山野さん、ありがとうございました。 

花畑 重靖君  昨日、小椋さんに地区協議会へ一緒

に乗せてもらいました。 

吉野  稔君  地区協議会に出席して戴いた皆様

有り難う御座いました。 

山野  明君  地区協議会の交通費を戴きました。 

小椋 孝一君  昨日、地区協議会に出席致しました。 

大川 幹二君  地区協議会、足代頂いたので。 

楠部 賢計君  地区協議会へ参加の次年度執行部

の皆さんご苦労さん、頑張って。 

柳生 享男君  私の気持です。 

中村 雅行君  橋本さんの結婚式当日、乾杯の音頭

をとらせて頂きました。 

山田 耕造君  橋本真人様、卓話ご苦労様です。 

山東 剛一君  橋本真人さん、本日はお世話になり

ます。よろしくお願い致します。 

塩崎 博司君    〃 

木地 義和君    〃 

山畑 弥生君    〃 

 
 
 
 
 
 
メル・ギブソン氏がロータリーに 100 万＄を寄付 

ハリウッドを代表する俳優・監

督である、メル・ギブソン氏はこ

の ほ ど 、 彼 の 映 画 最 新 作

「Apocalyptic」のロケ地であるメ

キシコ南部を視察。昨年 10 月、こ

の地域を襲ったハリケーン・スタ

ンによる災害地の復興資金として、

ロータリー財団を通じ 100 万米ド

ルを寄付しました。ハリケーン・

スタンはメキシコのチアパス州と

ベラクルス州に上陸し、15 人が死亡、37 万人が避難

する被害をもたらしました。ギブソン氏はメキシコの

ビセンテ・フォックス大統領と会見し、復興資金とし

て 100 万米ドルの寄付を約束しました。そして、ロー

タリー財団を寄贈先の条件としたのは、アメリカ・カ

リフォルニア州のロータリアンと旅をしたことのあ

る親戚を通じてロータリーのことを知り、同財団こそ

寄付をするのに最適であるという印象を受けたから

です。なお、ギブソン氏の寄付はＮＧＯとの協議のも

と、低額でできる住宅の建設に充てられます。 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


