
野村君　皆勤賞大村さん50年木下さん44年おめでとうございます。
敬意を表し、見習いたいと思います。

	 内堀さんの講話楽しみです。
小嶋君　内堀さんお話し楽しみです！

　合計 26,500 円（累計 97,500 円）

第2253 回 例会
9 月 8 日（木）くもり／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
安宅　雅夫君（会員）
「私の職業」　

２．出　欠
出　席　27名　　欠　席　13名

３．お祝い
山上君（ご子息結婚）

４．幹事報告
・小嶋君より差し入れ（加賀蓮根）の件

５．ニコニコボックス
小泉君、木村（康）君

安宅会員のおいしいお話楽しみです。よろしくお願いします。
山上君　コロナで一年遅れの息子の結婚式あげる事ができました。

その間孫誕生し「子連れ」の式となりました。
水巻君　安宅さんの講話楽しみにしています。
中村（實）君　安宅さんの卓話久しぶりに聞けること楽しみです。

楽しいゴルフのお話もよろしく‼
辻　君　安宅さんの講話楽しみにしております。
内堀君　今日の安宅会員の卓話、どんなお話し聞けるか楽しみです。

　　合計 13,000 円（累計 110,500 円）

50 周年記念事業準備委員会
9 月 8 日（木）くもり／ 13：40 〜 14：30［松魚亭 末広の間］

◆	記念事業内容及び予算について

第2254 回 例会
9 月 15 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
今村　則昭君（会員）
「私の職業」　

２．出　欠
出　席　27名　　欠　席　13名

３．来訪者
百万石ＲＣ　　北村信一	会長
百万石ＲＣ　　上田喜之	副会長
百万石ＲＣ　　小浦勇一	幹事

４．RLI パートⅠ 修了証授与
小泉君、木村（康）君

５．ニコニコボックス
北村君、上田君、小浦君（百万石RC）

本日例会に参加させていただきます。よろしくお願いいた
します。

小泉君、木村（康）君　金沢百万石ロータリー北村会長、上田副会長、
小浦幹事ようこそおいで下さいました。歓迎申し上げます。
今村会員、本日の卓話ありがとうございます。楽しみに聴
かせていただきます。

水巻君　今村さんの講話楽しみです。
内堀君　本日の今村会員のお話し、楽しみです。
中村（實）君　今村さんの卓話楽しみです。よろしくお願いします。

今月とうとう「古希」になってしまいました。ガクッ
小嶋君　今村さんのお話楽しみです！

合計 16,000 円（累計 126,500 円）

第2255 回 例会
9 月 29 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
米山奨学生・韓国・河北南RC
金　三英さん
「日本での留学について」　

２．出　欠
出　席　24名　　欠　席　16名

３．来訪者
河北南 RC　　髙松祐輔君（地区米山
記念奨学会委員）
河北南 RC　　川江泰博君（米山カウ
ンセラー）

４．ニコニコボックス
河北南RC　髙松君

本日は米山奨学生の卓話聞い
ていただき有難うございました。今後共米山活動宜しくお
願いします。

河北南RC　川江君
貴重な時間をいただいてありがとうございました。

小泉君、木村（康）君
河北南 RC髙松様、川江様、金様当クラブをご訪問下さり
有難うございます。心より歓迎いたします。
金様の卓話、楽しみに聴かせていただきます。

中村（實）君　今日は、外部での講話が初めての金さんをお迎えし
てお話し楽しみです。よろしく‼

　　合計 9,500 円（累計 136,000 円）

戦略委員会
9 月 29 日（木）／ 13：40 〜 14：00［松魚亭］

新会員研修および炉辺会合（修練・研修委員会）
9 月 29 日（木）／ 18：30 〜 20：30［金沢茶屋］

■ 11 月予定
金沢市内 RC の例会変更は各クラブホームページでご確認いただくか、
事務局へお問い合わせください。

● 11 月   3 日（木）休会（祝日）
● 11 月 10 日（木）休会
● 11 月 16 日（木）京都洛北 RC 友好訪問（移動例会　ホテルオークラ

京都）
● 11 月 17 日（金）京都洛北 RC 友好ゴルフコンペ
● 11 月 24 日（木）休会（祝日週につき）
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仏心と出会って奉仕の理想の追求を
会員　中村　芳明

「仏心」と言う言葉に出会って、その意
味とロータリーの奉仕の理想を求めるこ
とが似ている気がして、この原稿を書いて
ます。仏心に巡り合ったきっかけは、西田
幾多郎に興味を持ち、本を買って読んだ
ことです。しかし、理解できず、次に幾多
郎の友人である鈴木大拙の「宗教とは何
ぞや」を読みました。二人とも鎌倉の円覚
寺に参禅して修行していたこと知り、円覚
寺をネットで検索したところ、横田南嶺館
長のYouTubeを視聴しました。その中に
盤珪禅師語録の「不生の仏心」という言
葉がありました。
盤珪禅師は、江戸時代に禅の教えを、
漢文でなく日常会話の言葉で日本中に広
め、禅を日本に根付かせた禅師です。特に、
厳しい座禅修行で26 歳の時に悟った「仏
心の尊い事」を生涯かけて教え広めまし
た。盤珪禅師の教え広めた「仏心」とは、
「仏様のような慈悲の心、温かい思いやり
の心で尊いもので、誰にでも生まれながら
に備わったものである。この「仏心」だけ
が元々から備わったものであり、それ以外
は後から我が身かわいさの贔屓によって生
じたものである。」この教えを、語り言葉
で繰り返して、広めていきました。
ロータリーの奉仕の理想と仏心の慈悲
深い心は、同じようなことだと私は受け止

めています。他人を思いやる利他の考えは、
ロータリーの原点です。誰もが仏のような
慈悲深い心を備わっているとの考えは、
禅の原点でもあります。ただ、利他の考え
を持ち続けること、慈悲深い心で行動する
こと、これがなかなか難しいのであります。
分かっているつもりで気付いていない、い
つの間にか忘れてしまっている。
横田南嶺館長は、「仏心は、雑念や欲
望などでわが身の贔屓で見えなくなってし
まうのである。」と述べています。
奉仕活動を行うことで奉仕の理想を身に
着ける、それも一つ、もともと自分自身に
備わっている仏心に気が付き、自然に行動
することができる人になるそれも一つ。しか
し、なかなか身につかない、目の前の出来
事に流されてしまう、ロータリーに参加し少
しでも理想に近づきたいが、まだまだ仏心
の入り口をさ迷う未熟な自分であります。
横田南嶺老師は、「人は誰しも『はじめ
から仏』です。しかし、そのことに気づか
ずに目先の損得に心を動かされています。
はじめから仏と気が付くためには、求めて
求めて求め抜いて、修行することがやはり
必要なのであります。」と述べています。
ロータリーの奉仕の理想も、仲間とともに
例会に参加し修練し続けることがやはり必
要なのだと感じています。

長寿社会を生きる
会員　山上　公介

＜老人福祉の仕事に携わって＞
本業の石油販売業の傍ら、2000 年の介
護保険開始以後、介護老人を対象とした事
業に取り組んでおります。訪問介護（ヘル
パー派遣）事業からスタートし、現在介護
老人福祉施設の運営に携わっております。
平均年齢が９０歳を超える施設入居者と日常
的に接する中で、超高齢社会のリアルな一
面を垣間見る思いです。
＜波平さんは何歳？＞
国民的長寿番組「サザエさん」の父親

の波平さん、タラちゃんのお爺さんですが、
年はいくつかご存知ですか？
画面では頭髪が薄く、家では丹前を着て
家長然としてかなりの高齢のイメージです
が、、、答えは５４歳。歳を聞いて、我々が
違和感を持つくらい「若い‼」と思いませ
んか。
放送が始まったのは昭和 30 年代初め、

今から６０年以上も前のこと。当時の日本人
の平均寿命が６７歳、一般の会社の定年が
６０歳（銀行は５５歳）といいますから、５４
歳は仕事の引き際を考える年ということにな
ります。一方で、現在の日本人の平均寿命
は８２歳、この平均寿命が 15 年延びたこと
で社会的に見た老人のイメージが大きく変
わってきたことがわかるわけです。とすれば
私見ですが会社の定年は15 年スライドして
７５歳でもいいのではないかと思ったりしま
す。わたしもかかわる９０代の方々からすれば、
６０代、７０代はまだまだ「鼻たれ小僧」とい
う事になりますか、人生１００年時代はもうす
ぐそこまで来ていると実感しております。
終わりに介護川柳を1つご紹介
『祝うたび　年におどろく　誕生日』
もちろん驚いているのは本人ではなく周り
の介護する人たち、あまりに元気なので本当
に○○歳？と驚く実感のこもった1 句です。

第2251 回 例会
8 月 25 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
小嶋　修一君（会員）
「私の職業」　

２．出　欠
出　席　28名　　欠　席　12名

３．皆出席顕彰
　的場君（21年）

４．誕生日お祝い
　岡田君（7日）

５．幹事報告
・地区大会（10月 23日富山国際会議場）の件

６．ニコニコボックス
小泉君、木村（康）君

小嶋さん、本日の卓話有難うございます。楽しみに聴かせ
ていただきます。

山上君　先日ロータリーゴルフコンペで優勝させていただきました。
	 いただいたウナギでひつまぶしパーティ、家族に大好評で

した。
畠　君　小嶋さんの卓話を聞きにきました。楽しみです。
松本君　小嶋さんの卓話楽しみにしております。
内堀君　今年の企画委員長、小嶋会員の卓話楽しみです。
的場君　金沢北ロータリークラブ入会 21年を迎えました。いろいろ

とお付き合い有難うございます。
中村（芳）君

6人目の孫が生まれました。8月1日にかわいい男の子でした。
　　合計 15,000 円（累計 71,000 円）

第2252 回 例会
9 月 1 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
内堀　茂君（会員）
「私の職業」　

２．出　欠
出　席　28名　　欠　席　12名

３．皆出席顕彰
　大村君（51年）、木下君（44年）

４．誕生日お祝い
　中村（實）君（8日）、大村君（15
日）、佐賀君（22日）、喜多君（22日）

５．ニコニコボックス
小泉、木村（康）

大村さん、木下さん　皆
出席顕彰おめでとうござ
います。すばらしいです。
内堀会員の講話楽しみで
す。よろしくお願いします。

大村君　皆出席顕彰 50ヶ年、ありがとうございます。内堀さんの講
話を楽しみにしております。

木下君　皆出席顕彰ありがとうございます。北RCに入会して 44年
たちました。これからもよろしく。

水巻君　内堀さんの講話楽しみにしています。
畠　君　心優しく懐深い内堀さんの卓話　楽しみです。
辻　君　内堀さんの講話楽しみにしております。
松本君　内堀さんの卓話楽しみにしております。大村さん皆勤賞 50

年おめでとうございます。
中村（實）君　内堀さんのお話し楽しみです。寝ない様に最後まで

聞かせてもらいます。


