
（敬称略）

◇11月16日、卓話の

地区Ｒ財団委員長 豊澤洋太郎様より卓話謝礼を

頂きました。

◇南部長寿大学 学長 山本賢様、本日は宜しくお

願い致します。 藍畑、愛須、榎本、後藤、橋本、

平野、本田、片井、木村、小山、楠本、丸山(博）

森本、岡本、佐田、武田、竹村、谷中、上原、

宇都、山本、吉田、吉本

◇南禅寺他、紅葉良かったです。

木村さんの奥様と一緒でした。 中川

◇欠席委員長の丸山勇人様、お久しぶりです。坂本

◇お花頂きます。 中嶋

日照時間が短くなると、植物にはオーキシンという植

物ホルモンが増加し、その作用として、木の葉（葉柄）

の付け根にコルク層をつくります。水分補給の途絶え

た葉は落葉し、帰根となるのです。

ところが、由緒のある社寺では、少し事情が異なりま

す。参道に、あるいは樹木の間に落ちた落葉を、清掃

しかき集め帰根させません。結果、樹木に与える窒素

成分が減少します。ちなみに、三井寺、厳島神社、春

日大社にある「おおばこ＝車前草」は、通常のモノよ

り小さいと言われています。これを「神社仏閣型のお

おばこ」と植物学では分類しています。

神社清掃は、別の植物を育てるという効能があるよう

です。

さて、その「おおばこ」も花の季節を終え冬支度をし

ています。

山は暮れ 野は黄昏の すすきかな 蕪村

■本日のゲストは南部長寿大学 学長 山本賢（やま

もとまさる）様です。後ほど宜しくお願い致します。

■１１月２０日（日）の田辺はまゆうＲＣ20’Sメモリ

アル・チャリティ・ゴルフコンペに参加の愛須夫妻、

丸山（博）君、佐田君、武田君、玉置君、ご苦労様

でした。

■１１月１６日の定例理事会の決定事項をご報告致し

ます。

・次次期年度会長候補者を竹村 英一君に決定、承認。

・年次総会を１２月７日（水）に開催することを承認。

・新年家族例会を１月１１日（水）ハナヨで開催する

ことを承認。

・田辺ライオンズクラブ４０周年式典に上原会長が出

席することを承認。

・熊野古道杯ジュニアカップについて ラビームゴル

フクラブで３月２８日（水）に移動例会をすること

について承認。

・米山奨学生歓迎についての出金は会長・幹事に任せ

ることで承認。

・タイ王国・トルコ共和国への義援金の件、承認。

・平尾和次君より退会届提出の件、承認。

■次期年度理事候補者選考報告の件は、理事会におい

て承認を頂きました。

■台風12号により被災された那智勝浦ＲＣ様より、当

クラブからのお見舞いに対するお礼状が届いていま

す。
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出席報告

49名 3名 9名 80.43％

11月9日修正出席率80.85％



■本日は奉仕食です。ご協力お願い致します。

■台風１２号災害による支援として、２６４０地区へ

他地区から１１月２４日付で２５０万円の義援金が

届いております。

ガバナー事務所よりＩＭ１組とＩＭ２組のガバナー

補佐で使い道を決めて、とのことでしたが、ＩＭ２

組の塩路ガバナー補佐から被災者の多いＩＭ１組で

使って欲しいとの申し出が有り、ＩＭ１組の汐崎ガ

バナー補佐より、各ＲＣに送金されました。

田辺ＲＣ、田辺東ＲＣ、田辺はまゆうＲＣ（３クラ

ブ）700,000円（田辺ＲＣへ）

白浜ＲＣへ300,000円、串本ＲＣへ300,000円、

那智勝浦ＲＣへ500,000円、新宮ＲＣへ700,000円、

合計2,500,000円

■例会日時変更

◎田辺はまゆうＲＣ11月29日（火）→ 休会

◎那智勝浦ＲＣ 12月1日（木）

場所：海翁禅寺（座禅例会）

◎新宮ＲＣ 11月30日（水）

→ 12月3日（土）16：00～ 東宝ボウル

（親睦家族ボーリング 例会）

◎御坊東ＲＣ 12月7日（水）

→ 12月10日（土）18：30～

場所：イタリア料理ＢＡＭＢＵ （忘年家族例会）

12月28日（水）→ 休会

2012年1月4日（水）

→ 1月6日（金）12：30～

場所：御坊商工会館４階

（新春３クラブ合同初例会）

◎御坊南ＲＣ 12月6日（火）12：30～ → 18：30～

場所：花ご坊（忘年家族例会）

12月27日（火）→ 休会

2012年1月3日（火）

→ 1月6日（金）12：30～ 御坊商工会館４階

（新春３クラブ合同初例会）

◎有田ＲＣ 12月29日（木）→ 休会

2012年1月5日（木）12：30～

→ 1月5日（木）18：00～

場所：「橘家」 有田市宮原町 （新春夜間例会）

◎有田南ＲＣ 12月20日（火）12：30～

→ 18：30～ （クリスマス家族例会）

場所：「橘家」 有田市宮原町新町

12月27日（火）→ 休会

2012年1月10日（火）12：30～

→ 18：30～ （新年例会）

場所：「シーサイド松宮」 湯浅町湯浅

◎海南東ＲＣ 12月5日（月）

→ 18：30～ 場所：「美登利」海南市船尾185

12月26日（月）→ 休会

2012年1月2日（月）

→ 1月6日（金）18：30～ （新春夫婦例会）

場所：ロイヤルパインズホテル

◎海南西ＲＣ 12月15日（木）19：00～

→ 12月17日（土）17：00～

場所：「神田屋」海南市藤白 （忘年例会）

12月29日（木）→ 休会

◎和歌山南ＲＣ 12月2日（金）12：30～

→ 場所：ルミエール華月殿

◎和歌山北ＲＣ 12月26日（月）12：30～

→ 12月24日（土）18：00～

場所：ホテルグランヴィア和歌山 ６Ｆ

（年末家族例会）

◎和歌山中ＲＣ 12月30日（金）19：00～

→ 12月22日（木）18：30～

場所：ダイワロイネットホテル3Ｆ

レストラン「サンクシェール」

行事：クリスマス家族会

2012年1月6日（金）→ 休会

◎歌山東南ＲＣ 12月21日（水）12：30～

→ 12月24日（土）18：30～

場所：ロイヤルパインズホテル

（クリスマス親睦家族例会）

12月28日（水）→ 休会

2012年1月4日（水）→ 休会

◎高野山ＲＣ 12月30日（金）→ 休会

2012年1月6日（金）12：30～

→ 17：00～ （新年例会）

■回覧

・「JCニュース１１月号」「やおきジャーナル54号」

・「第103回国際ロータリー年次大会（バンコク）参加

旅行のご案内」

・ＮＰＯ法人 内之浦湾を良くする会より「アマモ草

原」等のＤＶＤとお願い

・米山寄付一覧表１０月

・ガバナー事務所より「ガバナーエレクト事務所開設

のお知らせ」「2014-2015年度 第2640地区 ガバナー

ノミニー確定宣言」「2012年夏季 青少年交換 短

期交換学生募集のご案内」

・忘年会のご案内 日時：12月14日（水）18：00～

場所：あしべ様

・家族新年会のご案内 日時：平成24年1月11日（水）

18：00～ 場所：ハナヨ様

■掲示

・那智勝浦ＲＣ様より台風12号災害へ当クラブからの

お見舞いへのお礼状が届いています。

http://tanabe-east-rc.com/

幹事報告



■連絡

・12月のロータリーレートは1ドル＝78円です。

・ロータリーの友11月号が届いています。

各自トレーに入っています。宜しくお願い致します。

・ガバナー事務所冬季休暇案内

12月26日（月）～1月4日（水）

休暇中の事務所電話は留守番電話です。

■親睦委員会 山本亘委員長

本日、忘年会、家族新年会の打ち合わせを開催致し

ます。委員で無い方の参加も大歓迎です。

■新世代委員会 平野副委員長

ライラのポスターを貼って来ました。

田辺高校より現在1名の参加希望者が居ます。

12月18日、オリエンテーションを行います。

■ＳＡＡ 後藤委員長

雑談の時は声のボリュームを下げて下さい。

携帯のマナーを宜しく。

南部長寿大学 学長 山本 賢 様 外卓
～ 平家物語を語る ～

芸術文化の振興や文化財保護など地域文化の振興に功

績のあった個人・団体をたたえる本年度文部科学大臣

表彰地域文化功労受賞者が決まり、 日高地方では文化

財保護分野でみなべ町芝の山本賢 （まさる） さん(82)

が選ばれた。 日高地方の歴史に精通し、 埋蔵文化財

の調査や保護活動を48年にわたって続けていることが

高い評価を受けた。 「日高新報」引用

http://tanabe-east-rc.com/

委員会報告

◆本日のプログラム ◆

～ 原文 ～

祇園精舎の鐘の声

諸行無常の響きあり

沙羅双樹の花の色

盛者必衰の理をあらわす

おごれる人も久しからず

ただ春の夜の夢のごとし

たけき者もついには滅びぬ

～ 解説 ～

○祇園精舎の鐘の声

「祇園精舎」はインドにあるお寺の名前を日本語

に音訳したもの。「声」は「音」の意。

○諸行無常の響きあり

「諸行」は「万物」、つまりこの世に存在するあ

りとあらゆる物という意味の仏教用語。前の文と

合わせて、鐘をついたときにだんだんと小さくなっ

ていく音に永遠に続くものは無いと悟らせてくれ

るような響きがあるという意味のようです。

○沙羅双樹の花の色

「沙羅双樹」は「まんじゅしゃげ」のこと。ちな

みに、私はこの花のことを「ヒガンバナ」と呼ん

でいましたが、ほかにも「オバケバナ」などと別

名の多い花です。

○盛者必衰の理をあらわす

「盛者」は、権力を持って栄えた人々ということ

で、それは必ず衰退するというこの世のルールを

表しているという意味です。

○おごれる人も久しからず

「おごれる人」は「強い権力を持って威張ってい

る人」ということで、全体ではそんな権力を持っ

ている時間は短いという意味です。

○ただ春の夜の夢のごとし

「春の夜の夢」は、あっという間に終わってしま

う幸せな時間のことを表現するのによく使う例え

です。前の文と合わせて、永遠に権力を保ち続け

るのは無理ということを言っています。

○たけき者もついには滅びぬ

「たけき者」は「猛き者」、つまり自分の権力や

腕力を振りかざしている者ということで、「つい

に」は「終に」、つまり「最後には」とか、「結

局は」ということを意味します。

○偏に風の前の塵に同じ

「偏に」は「ただ」と同じ意味で、前の文と合わ

せて権力を振るった者が滅びるのは、風の前のち

りが飛ばされる運命にあるのと同じように、抵抗

できない運命なのだという意味のようです。


