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村上太胤（むらかみ たいいん）

昭和 22 年　岐阜県各務原市生まれ。
昭和 31 年　９歳で薬師寺に入山し、故・橋本凝胤師に師事。
昭和 44 年　龍谷大学文学部仏教学科卒業。
昭和 52 年　薬師寺執事に就任。

平成 15 年　薬師寺執事に就任し、現在に至る。
法相宗宗務長、薬師寺岐阜別院住職も兼務。
著書に、『東京原宿辻説法』（佼成出版）、

『薬師寺』（共著、里文出版）など。

理　事　会　報　告
２月 1３日（木）出席者１６名

◆審議事項
①ロータリー財団補助金の件
②日台親善会議の件

第 1920 回例会
２月２０日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
慶覚寺住職　泉　澂　氏

「実るほど　頭を下げる　稲穂かな」
２．出　欠

出席　３５名　　欠席　１４名　　出席率　７２．９２％
ビジター　２名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　泉　澂
金沢東ＲＣ　不破幸夫

４．ニコニコボックス
金沢ＲＣ　泉澂君

本日、お話をさせて頂きます。
奥田君、山上君、吉井君

慶覚寺の泉住職を講師にお迎えして。
中村（實）君

昨日、初孫が誕生しました。男の子です。手足を見て「当
たり前」に感謝です。※ ようやく、本物の「じっちゃん」
になりました。

合計１８，０００円（累計３１９，０００円）

２月クラブ日誌
１３日（木） ２月定例理事会 松魚亭にて

２７日（木） 夜間例会 松魚亭にて

第 1921 回例会　夜間例会
２月２７日（木）晴れ　18：30 ～ 20：30　  　松魚亭

１．点　鐘
会長挨拶
乾　杯　　　　　　　　　奥田会長
歓　談
ニコニコボックス披露
閉会の挨拶　　　　　　　勝田副会長
点　鐘

２．出　欠
出席　２１名　　欠席　２８名　　出席率　４３．７５％

３．ニコニコボックス
奥田君、山上君

８か月経ちました。皆様方のさらなる叱咤激励をお願い
いたします。今夜は、ゆっくり楽しみましょう。

合計４，０００円（累計３２３，０００円）

第 1922 回例会
３月６日（木）雨　12：30 ～ 13：30　       　松魚亭

１．講　話
石川県木炭組合　組合長　安田　宏三　氏

「里山保全と炭焼き」
２．出　欠

出席　３１名　　欠席　１８名
出席率　６４．５８％

３．幹事報告
・米山奨学生　インマンリンさん来会

４．皆出席顕彰
１１か年　吉井　清　君

５．お誕生日祝い（敬称略）
１日　　馬場　貢

２日　　中村芳明
４日　　横井清治　　喜多和行

１１日　　勝田浩之
１３日　　松田光代
２５日　　畠　善昭
３０日　　深山　彬　

６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
６日　　小間井宏尚

１１日　　大澤久廣
１６日　　上月秀一
１８日　　大場　修　
２１日　　水巻啓光、寺岡健一、松田光代
２２日　　玉田善明
２８日　　馬場　貢
２９日　　佃　一成
３０日　　畠　善昭
３１日　　卯野正博

７．ニコニコボックス
奥田君、山上君

石川県木炭組合長の安田宏三様をお迎えして。
吉井君  講師に安田様をお迎えして。また、１１か年会出席顕彰

を受けて。
佃　君  ３月２９日、金婚日を迎えます。
勝田君、中村（吉）君、松田君

誕生祝をいただいて、ありがとうございます。
水巻君  忘れやすい（忘れてもいい？）記念月を思い出させて頂

き、ありがとうございます。
合計１６，０００円（累計３３９，０００円）

３・４月の例会変更のご案内

…………………………………金沢ＲＣ…………………………………
３月１９日（水）休　会

４月９日（水）時間未定　ホテル日航金沢　「観桜会」
………………………………金沢東ＲＣ………………………………

４月１４日（月）１８：３０～金沢スカイホテル　「春の特別例会」
４月２８日（月）休　会

…………………………金沢西ＲＣ…………………………
４月１１日（金）１８：００～　和田屋　「観桜例会」

…………………………金沢南ＲＣ………………………
３月２５日（火）休　会

４月８日（火）時間未定　滝亭　「観桜会」
……………………………金沢北ＲＣ……………………………

３月２０日（木）　休　会
４月１０日（木）１８：３０～　松魚亭　「観桜会」

…………………………香林坊ＲＣ………………………
３月３１日（月）休　会

４月１４日（月）１８：３０～　「観桜会」
……………………………みなとＲＣ……………………………

３月２５日（火）休　会
４月８日（火）１８：００～ゆわく温泉かなや旅館　「観桜夜間例会」

講 話 予 定

３月２０日（木）
休　会

３月２７日（木）
古文書解読講座講師　屋敷道明氏

「一向一揆と浄土真宗」

４月３日（木）
元石川県警捜査第二課長　竹澤清孝氏

「歴史を勉強しましょう」

４月１０日（木）
お花見夜間例

安田　宏三　氏

泉　澂　氏



2013-2014年度国際ロータリーテーマ

Engage Rotary  Change Lives「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
ＲＩ 会長　ロン Ｄ . バートン

2013-2014年度金沢北ロータリークラブテーマ

金沢北ロータリークラブの伝光〜友と友　ご縁をつないで　心豊かに〜
会長　奥田　久雄

【紀元前からある町・ヴァラナシ】
　ヒンドスタン平原と称される広大な北インドの大地
に横たわるガンガ河（英語名ガンジス）は印度ヒマラ
ヤの山麓に源を発して印度亜大陸を蛇行しながら幾つ
もの支流と合流し西から東に流下してベンガル湾に注
ぐ。
　ヴァラナシはその中流域にあって古代からヴァラ
ナシ（英語名ヴェナレス）の名で知られる古い町だ。
その名の由来はこの地を流れるガンガ河の支流、ヴァ
ルナ河とアッシ河の合流点だからと聞かされている。
　輪廻転生（カルマ）の一瞬を生きている印度の人々
にとっては極めて重要な聖地で人生の最終期に巡礼
の末この地に辿りつき、この聖地で死を迎えることを
無上の喜びとするヒンズーの生き方がここにはある。
　今季は雨期明けが遅かった為に私たちが訪れた 9
月の末にはまだガンジス河の水位が高く流れも速い
ために、いつもは手漕ぎの小さなボートでのんびり見
学する朝の沐浴風景も今回は安全のためエンジン付
きボートに乗ることになった。世界各国からやってく
る旅行者は日の出前の闇の中をリキショウ（語源は日
本語の力車）と呼ばれる三輪自転車に乗って沐浴場の
ある河岸へ向かう。そしてガンジス河の向こう岸から
登る朝日を礼拝し、沐浴する敬虔なヒンズー教徒の姿
を見学する。2003 年から 2004 年にかけて私はこの
町の近郊サルナート（鹿野苑・釈尊が初めて仏法を説
いた場所）で寺院建築のための土地取得と基本設計の
策定業務に従事し 1 年を過ごした。

【「人間万事塞翁馬」私が見てきた印度】
　5 千年以上にわたって人類文明に名を遺してきた歴
史上の大国印度は今も昔もアジアの大国としてヒマ
ラヤ山脈を挟んで東の中国と対峙している。古代から
日本人は「唐・天竺」と称し、知識人は中国の遥か
彼方にその存在を認識し平家物語（祇園精舎の鐘の
声、、、）に現れるように天竺には仏教を通して一種の
憧れを抱いていた。
　私にとっても印度は仏教や文芸作品の中でぼんや
りと捉えているだけの遠い存在でしかなかった。仕事
の為に印度に駐在することになって初めて日本の文
化、生活習慣の中に印度由来の多くの文物が、あたか
も日本固有のものであったかのように深く根付いて
いることを知った。昨今の日本のメデイアは経済関連
記事を中心として相当頻繁に印度のニュースを伝え
ているが、このことはごく近年に至ってのことで 40
年前は勿論、つい先ごろまで日本のメディアが印度に
関わるニュースを扱うことは殆ど無かった。ところが
今、政党の党首の印度訪問、続いて現職の総理大臣の
印度訪問を伝える記事がメディアに踊っている。
　印度は 300 年に亘り宗主国イギリスの支配下に
あった。支配され収奪された困難な時期ではあったが
ヨーロッパと通じ、民主主義をいち早く実践し国民の
英語力を培った。そのことが今、印度の飛躍につな
がっている。印度が誇る宇宙開発や先端医療、医薬品、
IT 技術とは対象的に遅れているインフラ整備などの
ビジネス・チャンスに対する期待から、今や印度は日
本にとって大きな存在感を持っている。

印度紀行「摩訶不思議」
会員　吉井　清　

“心”が通じる、ということ
会員　高岡　昇　

　昨年末、大きく心を動かされた出来事がふたつ、そ
れもほぼ同じくしてあった。ひとつは、このたびの出
演を最後に NHK 紅白歌合戦を卒業された北島三郎さ
んの事務所から、思いがけない贈り物をいただいたこ
とである。50 回出場記念として、出演者や関係者の
皆様へ贈られるお礼の品を弊社で選ばれ、後日、北島
さんオリジナルラベルのワインをくださったのだ。手
紙には、要望に叶った品に巡り合えたことへの感謝の
言葉がつづられていた。本来、お礼を申し上げるべき
は商品をお買い上げいただいた私の方である。
　もうひとつ、当店にテレビの撮影が入った時のこ
と。６名のタレントさんが来られ、その中に歌手の八
代亜紀さんがいらっしゃった。撮影の合間に、オリ
ジナル商品の器をご覧になって、お好みだとおしゃっ
た。そこで私は、八代さんを含めて６名の方全員にそ
の器を贈呈した。皆さん喜んでくださったのだが、八
代さんは喜びつつも、好みだと言葉にしたばかりに、

と恐縮がっていらした。しばらくしてから、八代さん
からお礼状とご自身が書かれた書の額が届いた。実に
見事な書である。
　お二人とも大御所でありながら偉ぶることもなく、
なんと律儀で誠実な行いをされることか。私は驚きつ
つも感謝の気持ちでいっぱいになった。お二人の“心”
を感じ、とても嬉しく思った。
　商品づくり、接客、店づくり。そこに“心”が込め
られていないと、本当の意味でお客様に感動していた
だくことはできない。感動が生まれると、今度はお客
様が時に笑顔で、時に言葉で“心”をくださる。それは、
私たちにとって何よりの喜びである。
　流行語大賞にも輝いた「おもてなし」も、“心”があっ
てこそのものだ。北陸新幹線開業を前に、真のおもて
なしとはどういうことか、私たちにできることは何
か、といったことも改めて考えさせられる出来事だっ
た。

第 1917 回例会
１月３０日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
会員　木下和吉　君

「インド紀行　及び雑感」
２．出　欠

出席　３５名　　欠席　１４名　　出席率　７２．９２％
ビジター　２名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　蚊谷八郎
香林坊ＲＣ　　川きみよ

４．ニコニコボックス
奥田君、山上君

木下会員のインドの話を楽しみにしております。
向峠君  新居が完成し、新しい生活が始まりました。金沢市暁町

ですので近くなりました。ゴールの見えないローンが始
まりましたが、一層仕事に励みます。

合計１２，０００円（累計２９０，０００円）

第 1918 回例会
２月６日（木）雪　12：30 ～ 13：30　  　　松魚亭

１．ミニコンサート
ソプラノ歌手　幅田満里子氏
ピアノ　　　　中田佳珠　氏

２．出　欠
出席　３１名　　欠席　１８名
出席率　６４．５８％

３．幹事報告
・２月２７日（木）１８：３０～
　松魚亭にて夜間例会

４．お誕生日祝い（敬称略）
１０日　中川茂樹　　千原浩一
２９日　山上公介

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
２５日　横井清治
２６日　中村芳明

６．ニコニコボックス
奥田君  急用ができ、楽しみにしていた美声が聞けなくて、とっ

ても残念です。
山上君  誕生日プレゼント、ありがとうございます。閏年生まれ

の私は、年を取ることを忘れてしまいます。究極のアン
チエイジングです。

横井君  今月は忘れていましたが、結婚記念月でした。
中川君  今月は誕生月です。いつか結婚記念日祝いが頂けるよう

に頑張ります。
合計６，０００円（累計２９６，０００円）

第 1919 回例会
２月１３日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．会員　喜多和行君
「物流について」

２．出　欠
出席　　３３名　　欠席　１６名　　出席率　６８．７５％
ビジター　１名

３．来訪者（敬称略）
富山南 RC　　黒川伸一

４．幹事報告
・例会終了後、理事会開催
・米山奨学生・インマンリンさん来会

５．ニコニコボックス
富山南 RC　黒川伸一君

本日はロータリー財団委員長として、メーキャップさせ
て頂きます。

奥田君、山上君
黄鶯なく季節になりましたが、寒い日が続きます。

吉井君  富山南ＲＣ黒川君をお迎えして。
合計５，０００円（累計３０１，０００円）

幅田満里子氏

マハトマ・ガンジーの記念碑ガンジス川の沐浴風景


