
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 月 RI月間テーマ 「母子の健康月間」 

12：30～例会開会 

第 3137 回例会    2019 年4 月16 日(火) 
 

 
                                       
 

 

 
 
◆創立 40 周年記念式典並びに祝賀会ご案内(予告) 

古川東 RC 会長 櫻田 裕様 
◆花巻市防犯協会令和元年度通常総会開催について(ご案内) 

花巻市防犯協会会長 花巻市長 上田東一様 

◆IKOMA カタログ           (株)生駒時計店様 
◆ゴールデンウイークによる休業のお知らせ  ガバナー事務所様 
 
 
 

  
【4月 月間テーマ 母子の健康月間】 

4/19(金)～21(日) 第 2520 地区大会関連行事 盛岡 
4/23(火) 観桜会・歳祝合同夜例会(菊の会) 会場：風の季 

担当：親睦委員会 
4/30(火) ゴールデンウイーク休会 
5/7 (火)  理事会・慶祝・第 2520 地区大会報告 
5/14(火) ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 月間テーマ『青少年奉仕月間』 

担当 青少年奉仕委員会 
5/19(日)第 2520 地区研修・協議会 仙台聖和学園高等学校 
 
※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします 

ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。 
 
 

 

・ 

■ランチ・メニュー 
ホテル花城      

『帆立貝と松笠イカの 

ピリ辛炒め』 

 
※松笠イカ・・碁盤目状に切り目を入れ 

タレをつけて焼いたイカ。【ｺﾄﾊﾞﾝｸ HP 参照】 

 

 
 
 

 
□概要 
 日曜日、宮澤名誉会頭のご葬儀 
大変ご苦労様でした。全国各地より 
最後のお別れに多くの方々がおいで 
になっておりました。ご功績を改め 
て感じた次第です。ご冥福をお祈り 
致します。 
 4 月のロータリーの友を読んでい 
ましたら、日本語版の冒頭に、地区 
大会で講話された吉岡英人さんが、 
『傷痍軍人』に触発されて医療の中 
でも医療を受けられない人の為の 
医療を目指した方のお話が載っております。ミャンマー 
での医療従事の寄稿でした。是非ご一読下さい。 
青森の関場さんという小児科のお医者さんでありガバナ
ーをされた方がポリオ撲滅に貢献されております。その方
をユネスコの活動の一環として毎年実施している『国際理
解講演会』にお呼びし、花北青雲高校で 6 月にお話しして
いただく事になりました。火曜日なのでもしもプログラム
と都合が会えば、当クラブへもおいでいただけないかと考
えた次第です。 
 今日は上田さんの卓話です。よろしくお願いします。 
 
 
 
【概 要】 
           3 月の 6 日から 5 日間、私のお

寺の広隆寺で五重相伝がありまし
て、浄土宗の教えを頂いて参りまし
た。日本には 13 宗あります。浄土
宗の開祖は法然上人で総本山は知
恩院となっており色んな流れがあ
ります。仏教というのと日本の歴史
とは、土地の歴史と深く関わりがあ 

り、聖徳太子の時代に日本に渡ってきたといわれておりま 
して、646 年には大化の改新があり、元号の始まりともな 
りました。その時に土地を全て国のものにしました。それ 
までは土地は豪族(貴族)・寺社のものでした。改革として 
班田収授法を施行したのですが一代限りで返すしくみの 
ため次第に放棄地が増えたため、三世一身法を施行し３代 
まで認めたのですが、それも難しくなり最終的には墾田永 
年私財法により自分の開墾地は全て個人のものと認めた。 
そういった流れの中で仏教が力を持っていたのですが、目 
に余ったため天皇は奈良から京都へ都を移すと同時に、天 
台宗と真言宗を、鎌倉時代になると禅宗が開祖。浄土真宗 
は現在1112万人で西本願寺は792万人、東本願寺が320 
万人。２番目は浄土宗で 602 万人、ついで真言宗で 383 
万人、曹洞宗 354 万人。花巻は曹洞宗が多く、城下町に 
起因しているようです。昨日、お葬式後の忌明け法要の席 
で和尚さんが話しておりましたが、近年自分のお寺の宗派 
を知らない人が多くなっている。どこのお寺？と聞いても 
答えられないとか。お寺の名前はどうにか知っていても宗 
派までは知らない人が多く、それはそこの和尚さんの怠慢 

◆幹事報告             幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆会長の時間         三田 望君 
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◆会員卓話          担当：上田 穣君 
 

 
□12：30 開会点鐘          三田会長 
□ロータリーソング斉唱 
□ゲスト・ビジター紹介        幹 事 
□本日のプログラム、メニュー紹介   親睦委員会 

□会長の時間                三田会長 

□会員卓話          担当：稲田典之君 
 
□幹事報告および委員会報告      幹 事 
□出席報告              出席委員会 
□ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 
□13：30 閉会点鐘           三田会長 
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にも原因があり、何宗で何に対して拝むのか本尊は何かと、 
仏門によるとらえ方の違いを和尚さんが皆さんに教えて 
いかなければならないと話されていました。 
来週はおりしも稲田さんの 

卓話です。神社とお寺は奈良 
時代に大きな争いがあり、曽我 
氏と物部氏は有名です。曽我氏 
は仏教中心に国を治めようと 
したのに対し、物部氏は今まで 
通り神様を中心に治めましょう 
という事と激しい対立になり、聖徳太子が曽我氏についた
ため仏教中心となり天皇までもが仏教信者になっていっ
た。武士の始まりは仏教と荘園を守るための僧兵に起因す
る。武士が次第に力をつけ天皇に物申すようになり、征夷
大将軍となったのが源頼朝である。貴族中心から武士中心
の世の中になり江戸時代まで続き、そして明治となりまた
歴史が変わった。土地の制度も一緒に変遷した。明治政府
も一旦は幕府の土地を取り上げたが再び全て戻した。 
ずっと続いた力のある者だけが続く国盗り 
物語が終わったという点では江戸から明治 
になったのは大きな違い。明治が始めたのは 
それまでの年貢ではなく、その土地からお金 
で税金を取るという大改革。地券制度をつく 
ったのが土地権利証の始まりとなりました。 
この辺で今回はお時間となりました。 
 
※QR コード資料出典：日本仏教宗派一覧表  仏教入門（藤井正治著）による 

 
 
 

34人中 14人出席  出席率  48.2％ 
    前回修正 58.6％ 

 
 

        
 
 
 
 
 
＜滝田吉郎君＞4/6 花巻東の入学式に出席。入学生 212 名の
今後の活躍を願います。 

＜高橋 豊君＞4/5 災害公営住宅の完成お慶び申し上げます。
同日当社軽米移転も竣工式を迎えました。県北地区の農業
発展に微力ですが貢献できればと思っております。 

＜谷村 仁君＞盛岡での生活もだいぶ馴染んできましたが、
研修と挨拶廻りで仕事らしい仕事は 4 月下旬でしょうか。
誕生祝ありがとうございました。 

＜吉田和洋君＞日曜日の午前中久々にきついぎっくり腰をや
ってしまい、現在吉田家故障者リストに入っておりました。
早く治さないと・・・。 

＜阿部一郎君＞4/4,5,6 と花中・若小・花北高の入学式に出
席。3 校とも男女混合名簿になっており、入場に少し違和
感を感じました。上田さん卓話ご苦労様でした。 

＜三田 望君＞含蓄の深いお話を上田さんからお聴かせいた
だきました。仏教の流れから土地の所有権の変遷などはじ
めて知ることばかり。ありがとうございました。 

＜鹿討康弘君＞上田大委員長卓話ありがとうございました。 
本日は『ぬくまる食堂』の営業日です。「サハラガラス」で
知られる(株)サハラさんから『ぬくまる食堂』ネーム入りグ
ラスのプレゼントがあります。メニューは炊き込みご飯と
ファミマさんから寄付いただいた『おでん』です。ご来店お
待ちしております。 

 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 

 
 
『My Rotary』とは、ご登録いただくことでロータリー
の活動や地区・クラブ運営に必要な情報やデータを随時
入手できる便利なシステムです。クラブ会長、幹事、事
務局職員の方にとっては、「ロータリークラブセントラ
ル」（寄付目標、会員増強目標の設定）、会員情報（入
退会更新）、半期報告書、人頭分担金の請 求書発行等、
地区、クラブ運営にとって不可欠なオンラインシステム
となります。 
 
アカウント作成のメリット 

My ROTARY にログインすると、会員専用のコンテン
ツや自分のプロフィールがご覧いただけます。 
どなたでもアカウントを作成できます。既に会員アクセ
スに登録している方は、同じ ID を使って改めてご登録く
ださい。登録やメールアドレス取得の方法がわからない
方は、手順ごとにわかりやすく説明した資料をご覧くだ
さい。 
★My Rotary アカウント登録方法-第 2520 地区資料 pdf 

  右記 QR コードより参照下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Rotary登録と活用について 
ガバナー月信４月号より 

My Rotary 登録と活用について、第 2770 地区クラブ活
性化委員会が動画を作成しております。 
・目指せ 100% MyRotary 登録手順 

 ・「知って活用！ロータリークラブセントラル 
下記 QR コードよりアクセスしご覧ください。動画４分程度 
   
     RI 第 2770 地区作成 
     My Rotary 
      登録と活用動画 
          YouTube 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
≪ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫ 

 
★４月２１日(日)開催 第 2520 地区大会参加の皆様へ 
 JR 東北本線で移動します。12：30 開会点鐘 
 行き：東北本線 下り線花巻駅 10：19 発盛岡行き 
 会場行シャトルバス：盛岡駅西口 11：15 発 

盛岡グランドホテル 
 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

◆出席報告             出席委員会 

メーキャップ 

4/6(土)県立花巻北高等学校入学式        阿部幹事  

 

編集制作 

【クラブ会報委員会】 
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 

AD 橋川秀治・鹿討康弘 

 

 

 

 

参照資料 

 

◆Mｙ Rotary の登録を！ 

 

 

 

https://my.rotary.org/ja/node/69266

