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第 1412 回 例会     平成 28 年 9 月 28 日(水)  

■会長の時間          岩切正司 会長   

皆さん今日は、今月は地区大会

に 1日に出発致します。本日も

お寺の話をしたいと思います。

皆さんもご存知の奈良の大仏

さんについて述べます。 

仏教の中に華厳教（けごんき

ょう）というものがある。この華厳経（けごんきょ

う）の中心となる仏（ほとけ）は毘廬舎那（びるし

ゃな）という仏（ほとけ）である。毘廬舎那（びる

しゃな）はかぎりない大きさを持ち、すべての人々

を苦しみから救ってくるとされていました。この毘

廬舎那（びるしゃな）の高さは約５０ｍとなり、と

ても作れないが、すわっている形であれば、１６ｍ

となるため、すわった大仏が作られた。この大仏を

作ることで、仏（ほとけ）が存在することを目に見

える形で民衆に示そうとした。特徴はと言いますと、

東大寺の大仏は、世界最大のブロンズ像である。正式

名は、廬舎那仏（るしゃなぶつ）である。大仏をおさ

めた大仏殿は世界最大の木造建築物である。大仏殿

の高さ４８ｍ、はば５７ｍ）７４３年に大仏建立の詔

（みことのり 天皇の命令のこと）が出される。７５

２年に大仏が完成する。１１８０年（平安時代）と１

５６７年（戦国時代）に焼け落ちている。現在の大仏

は１６９２年（江戸時代）に修理されたものである。

大仏を作った結果としましては聖武天皇がめざした

仏教中心の国家、仏の力で民衆を救おうとする理想は

思うようにはならなかった。国分寺、国分尼寺、都の

建設、大仏の建設などでいっこうに民衆の苦労は軽く

ならず、かえって、重税や労役で生活が苦しくなった。

民衆は田をすて逃げ出すようになり、田畑があれはて

た。大規模な建築で国のお金も不足するようになった。

その上、７２３年に出された三世一身の法、７４３年

に出された墾田永年私財法により、貴族や豪族がもつ

土地がふえ、土地と民衆は天皇のものであるという公

地公民制がくずれた。これ以後、律令政治が乱れ、天

皇の力が弱くなり、貴族たちの力が強くなっていくと

いう事に繋がりました。 

■幹事報告          田邉揮一朗幹事   

＜文書報告＞ 

＊第 4 期 RLI-2730 地区パートⅡ

のご案内日時：12 月 11 日（日） 

場所：鹿児島県大学農学部 2 階 

登録料：6.000 円当日現金にて 

締切：11 月 11 日（金） 

＊ 地区大会変更・訂正について 

＊ 地区大会登壇者へのお願い（再） 

＊ 米山奨学生「杜一飛さん」レポート提出済の案内 

■出席報告          籾田 直樹 会員  

 

 

 

 

 

 

■ハッピーBOX 披露     梶田 與之助 会員 

＜ニコニコへ＞ 

田邉揮一朗幹事～末永く幸せに暮

らしていたいです。プレゼントあ

りがとうございます。 

日高邦孝会員～おかげ様で 32 回

         2016～2017        国際ロータリー第 2730地区 

         週報 佐土原ロータリークラブ 
          会 長：岩切正司  副会長 ：郡司武俊   RI2730 地区ガバナー  大重 勝弘 

          幹 事：田邉揮一朗 会 計 ：新原輝彦   中部分区ガバナー補佐  藤堂 孝一 

          事務局：吉野由里子 会報委員：中武幹雄   RI会長テー人類に奉仕するロータリー 

          例 会 場：ﾜｰﾙﾄﾞｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰｻﾐｯﾄ   2730地区テーマ ロータリーを楽しもう！ 

          例会場住所：宮崎市大字塩路浜山  例会場 TEL :0985-21-1155・FAX 0985-21-     

          事務局住所：宮崎市佐土原町下田島 11703-18 TEL0985-62-7833 FAX0985-62-7877     
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人類に奉仕する 

ロータリー 

 

ROTARY SERVING 

H U M A N I T Y 

＜本日のプログラム＞ 

1． 点   鐘     国歌斉唱 

2． ロータリーソング ♪奉仕の理想♪ 

3．四つのテスト唱和 4．お客様・ビジター紹介 

5．会長の時間    6．幹事報告       

7．出席報告     8．ハッピーＢＯＸ披露  

9．委員会報告☆10 月度セレモニー 

   誕生月「林厚雄会員・太田忍会員」 

10．地区大会参加者報告・米山奨学金授与 

1１．点   鐘   ＜ 理事・役員会 ＞ 

＜カウンセラー＞ 

ひばり野隆春会員 

会員数 25 名出席免除 2 名 

出席数 16 名 69.5％ 

欠席届 9名  無届 1名 

｛正岡、中武、原田、荒武、 

 日高、小牧、新原、林厚 

 永野、｝ 

     ＜佐土原 RC 10月度 例会プログラム＞ 

△10/５～地区大会報告・セレモニー・米山奨学生  

△10/12～10 月度フォーラム・卓話「太田忍会員」 

△10/19～職場訪問    「クボタオートパーツ」 

△10/26～会員卓話「林厚雄会員・永野陽子会員」 

◎会員卓話原稿提出のご協力をお願いします。 



目を迎える事が出来ました。これからはお互いに健康

に気を付けて頑張って行きたいと思います。ありがと

うございました。 

＜財団へ＞ 

岩切正司会長～10 月 1 日の地区大会は出席に励みま

しょう。 

■ 委員会報告       吉田 康一郎 会員 

10 月の例会案内が届いている

と思いますが、その中で 10 月

19 日の「職場訪問」ですが 

クボタオートパーツさんへの

訪問の申し込み手続きを致し

ました。車 4.5 台で乗り合わせ

て向かいたいと思います。昼食は 2 階の会議室を使

わせて頂けるとの事ですから。お弁当とお茶の用意

をお願いします。当日は 20 名で予約しております。

皆さん参加をお願いします。 

■会員卓話          武政 勝巳 会員 

本日は 20 分の予定で考えてい

ましたが半分の 10 分で車の検

査について話を致します。車も

人間も同じで健康に快適に寿

命を長くする為には定期検査

が必要です。特にエンジンオイ

ル（3000 キロを目安に）車に合ったオイルを用いる

事が大事です！冷却水（2 年に 1 度）もそうです。タ

イヤ（5000 キロ）です。 

■会員卓話         宇治橋 信雄 会員 

若い時代に体験した私のターニ

ングポイントと言える話しを致

します。1999 年に召集が掛かり

県の青年隊に入り勉強しました。

その中で宮崎での国際交流が

2000 年に行われると言う事で

総務庁からの依頼で私 1 人派遣

され活動させて頂きました、行ってみるとボランティ

ア経験のある方ばかりでした、その中で 1 年間活動し

ました。更にその中で実行委員長を任命され皇宮警察

などとも関わり東宮職員の方と打ち合わせをしたり、

会議をしたり、その中で国際交流をしたと言う事は非

常に貴重な体験で、その時の経験がその後の人生に大

きな力になっている事を感じております。 

■例会の様子                   

 

 

 

 

■四つのテスト唱和       太田 忍 会員  

 

 

 

 

 

 

 

 

■   9／28の例会食     

 

 

    四つのテスト 

＜言行はこれに照らしてから＞ 

真実か   

１． 好意と友どうか  

２． 皆に公平か 

３． 情を深めるか  

４． 皆の為になるかどうか  

         ＜メモ＞ 

 

 

 

 

                                   

                                  

                                  

                                          

                                       

                                        

                                 

                                                            

                                       

                                        

                                          

                                          

                                            

                                            

                                          

                                          

                                        


