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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■    

例 会 日 卓 話 者 演 題 

3 月10 日 会 員  原 孝士 
西国三十三ヵ所観音

霊場巡り 

3 月17 日 自然観察指導員  辻井 要介 様 宍道湖の水質と水草 

3 月24 日 万九千神社 宮司  錦田 剛志 様 直会とは何か？ 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

45 28 17 (5)  70.00% 90.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／飯塚詔／加藤喜／土江／清水／石原俊／山口／黒田 

杉原／大谷良／園／園山／ 

（山根／牧野／木村／大谷厚／石原輝） 

■■■ 来訪者 ■■■    
な  し 

■■■ メークアップ ■■■    
な  し 

************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（3 月 24 日） 田中久雄／大島 治／大島卓爾 

（4 月 7 日） 原 泰久／佐々木哲也／園  裕 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   

月 出雲中央 4/11 4/18 松江南  

火 
出雲 3/22（休）  4/5 

 6/21  6/28（休） 

松江しんじ湖  4/12  

 

水 大社  松江  3/30 

木  松江東 3/31(休)  6/23  6/30(休)

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

平和と紛争、紛争解決 

日本では遠く離れていることもあり切実さがないが、ロータリーとしての月間

のテーマとしてある限り、対岸の火事ではない。 

毎日のようにテロ事件や、報復空爆など特にヨーロッパは混乱して、難民

が多くさまよい移住している現状である。 

ロータリーではテーマを掲げる限り、何を努力し、何を行動しているのか？ 

この様な現況の解決をめざして、ロータリーでは研修、教育、実践を支援

している。即ち、予防と仲裁のためのリーダー研修、戦争区域における平

和構築の支援を行っている。 

このような仕事をする人のための奨学金の支援であるロータリー財団は、

より具体的に援助対象として「ロータリー平和フェローシップ」世界各国にあ

る平和センターで学ぶ人々の中から 100 名を選び、支援（授業料、部屋

代、交通費など）を行っている。 

日本では、国際キリスト教大学に設置され、現在学び行動する若者が逞

しく活動している。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．松江しんじ湖ＲＣより創立20 周年記念誌を頂きました。 

２．ロータリー手帳注文について 

   申込み用紙を回覧しておりますのでご入用の方はご記入下さい 

■■■ 次年度幹事報告 ■■■  

○ 次年度委員長の発表 

○ 地区研修・協議会のご案内 

日 時  4/29(日)  受 付    10：30～  

          本会議   11：00～ 17：00  

会 場   米子市文化ホール・米子コンベンションセンター   

出席義務の方（６名） ご出席下さい 

次期会長            次期幹事 

次期職業奉仕委員長   次期社会奉仕委員長 

次期国際奉仕委員長   次期青少年奉仕委員長 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席親睦委員会 ：  

3 月の会員誕生・伴侶誕生・ 

結婚記念 祝い 

クラブ広報委員会 ： 

「ロータリーの友」 3 月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■  

河原 （一昨日の夜の例会に、皆様御出席下さりありがとうございました。

司様も喜んでおられました。） 

清原 （一昨日は大変タイトなスケジュールに関わらず会員の皆様のご理 

解とご協力により、無事例会を終了する事が出来ありがとうござい 

ました。  原会員本日のスピーチ宜しくお願いします。） 

大島卓 （会長・幹事さん、司葉子会員のお出迎え又お送りと大変ご苦

労さまでした。） 

高砂 （原師家、好相行（こうそうぎょう）見えてきましたか？ スピーチ楽し

みです。 河原会長、前回の例会お疲れ様でした。） 

田中浩 （次年度、各委員長の方々が発表されました。ご協力に併せご

活躍をお願い申し上げます。） 

小汀 （平成28 年、私の奉仕する鹿島神社が 38 年ぶりの遷宮を迎えま

す。神様の力を間近に感じられる 1 年になるとともに、新幹事とし

て無事に勤められる新年度になるよう頑張りたいと思います。 

出遷宮は 4 月17 日です。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「西国三十三ヵ所観音霊場巡り」 

原 孝士 会員   

１．西国巡礼とはなにか。 ： 約１、３００年

の歴史があり、日本最古の巡礼です。伝

説では、長谷寺の徳道上人が、養老２年（７１８年）に始めました。２

府５県に点在する３３の寺院にお参りし、観音様を供養して納経所で

御朱印をいただきます。 

２．どのように広まったか。 ： 江戸時代以前は、僧侶や修験者らの厳し

い修行でした。江戸時代に入ると、「お伊勢参りや熊野詣で」と結び

つき、東から巡るルートが整います。こうして、観光要素も備えた巡礼

として、庶民の間で人気を集めるようになる。 

３．風景 ： 風光明媚な場所、自然の中に立つ寺院が多い。絶景を眺め

ながら、心地よい“気”の流れを感じてリフレッシュする。 

 



４．仏像 ： 秘仏の姿を拝むことは難しい。しかし、私たち一般人はお寺

に安置されている「観音菩薩」で満足。「先手観音」「十一面観音」

「馬頭観音」「如意輪観世音菩薩」等。 

５．建築 ： 木と木を組み合わせたシンプルな構造が、巨大な建造物を

支えている。「善峯寺の山門」「清水寺の清水の舞台」「石山寺の多

宝塔」「醍醐寺の五重塔」「一条寺の三重塔」「園城寺（三井寺）の

金堂」これらほとんどが国宝。 

６．私が心に残ったお寺 

① 那智山 青岸渡寺 （第一番札所） 

  第一番札所として有名。JR 紀伊勝浦駅からバス。途中で降り

て、熊野古道の雰囲気を体に感じながら、歩いて３０分で到着。

先ず、那智の滝が姿を現す。隣に熊野那智大社があり、沢山

のお参りでにぎやかだ。泊まった「瀧見山荘」の亭主の話によれ

ば、昔は新婚旅行として白浜温泉と共に有名だったとか。 

囲碁の世界では、黒石の「那智黒」が最高。 

② 壺阪山 南法華寺 （第六番札所） 

  近鉄 壺阪山駅より歩いて１時間かかった。今も歌舞伎や文楽

でたびたび上演される「壺阪霊験記」でおなじみ、眼病封じで

有名な寺。境内には巨大石像が沢山ある。日本の善意団体

がインドのハンセン病患者救済活動で貢献。そのお礼としてイン

ド政府から巨石を提供され、現地の石彫師たちが感謝の意を

込めて制作。 

全長２０M もの天笠渡来、大観音石像をはじめ、大涅槃石像

や釈迦の生涯を描いた石の数々が素晴らしい。  

③ 豊山 長谷寺 （第八番札所） 

  全国に３，０００以上の末寺をもつ真言宗豊山派の総本山。ト

ンネルのような全３９９段もの登廊。上中下の３廊で構成されて

おり、下廊は生まれてから独立するまで、中、上廊は独立して

からの人生の苦労に例えられる。本堂は国宝、徳川家光の寄

進。鮮やかな朱の五重塔は戦後の日本で初めて建てられた。 

④ 石光山 石山寺 （第十三番札所） 

  女性に大変喜ばれるお寺。安産、縁結び、厄除けのご利益で

有名。京都から小旅行気分で訪れられる距離にあり、平安貴

族の女性たちに「石山詣で」が流行。紫式部、清少納言、和泉

式部などが有名。 

⑤ 長等山 園城寺（三井寺） （第十四番札所） 

近江八景の一つ「三井の晩鐘」で知られる、琵琶湖畔に立つ

古刹。正式には長等山 園城寺だが、天智、天武、持統と三

帝の産湯に使われた霊泉「御井（三井）」が境内に湧くことから

三井寺と呼ばれるようになる。古くから東大寺、興福寺、延暦

寺と並ぶ日本四個大寺に数えられる、歴史上でも存在感ある

寺だ。鐘は弁慶が比叡山延暦寺まで引きずって帰ったという伝

説。 

⑥ 成相山 成相寺 （第二十八番札所） 

美人になれる美人観音として親しまれる秘仏本尊、聖観世音

菩薩の前にたつとふくよかで、温かみのあるお姿。北近畿丹後

鉄道の天橋立駅より徒歩５分、天橋立桟橋より観光船で１５

分。一の宮桟橋下船徒歩５分でケーブルカー府中に着きリフト

で傘松駅、更に、バス６分でお寺に到着。途中での景色が最

高。日本三美景と言われる、天橋立が船中、ケーブルカー、リフ

トから満喫出来る。 

⑦ 竹生島 宝厳寺 （第三十番札所） 

ＪＲ琵琶湖線彦根駅より無料シャトルバス約１０分、オーミマリ

ン彦根港より約４０分で竹生島下船。思わず「琵琶湖周航の

歌」が思い出される湖上遊覧。 

    秀吉時代の建造物は桃山様式で本堂に弁財天、札所である

観音堂に千手観音と二つの本尊を祀り、縁起を受け継いでい

る。時間がかかるが最高の気分になる。 

 

 


