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今週の御嶽の紹介

外本御嶽（ナカヌオン）宮良

国道 370 号線沿いの宮良集落から海側(東側)に下ったところにある御嶽です。
すぐ傍には、「アダドゥーナー（安多手井）」と呼ばれる下り井戸があります。

御嶽は村の創建当初から現在地にありましたが、明和の大津波で、元の御嶽は流出しました。このため、
1773 年に宮嶺（タコーラサ石北方の台地）に移設し、のちに旧跡（現在地）で再建されました。
外本御嶽は神村民の幸福繁栄と村落の平和祈願が主体と言われています。
「外本御嶽」の碑

「外本御嶽」遠景
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3/4（水）ゲスト卓話：篠原 良昭氏

例会日 水曜日 12：30～13：30
例会場 アートホテル石垣島（0980）83－3311
事務局 〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1-4
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3/11（水）移動例会/ANA コックピット見学会
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2 月 19 日水）第 29 回（通算 2869 回）例会記録 「ゲスト卓話：則竹秀南老師」
」
◇◆◇会長挨拶：橋本
孝来◇◆◇
す。地区大会お世話になりましたとガバナー事務所よりお
礼状が届いていました。第２回理事会（8/7）で、当クラブの
ユニフォームを作成することが決まりました。本日、ユニフォ
ームのサンプルを持ってきてもらう予定ですので、ご覧頂い
て購入をご検討して頂きたいと思います。

◇◆◇会員からの報告◇◆◇
先週の地区大会お疲れ様でした。沢山の方に参加してい
ただいて、当クラブの紹介の時にも盛り上がって大変良か
ったなと思っております。沖縄で地区大会が行われるという
事で、単にホストクラブのみではなくて、他の沖縄のクラブ

職業奉仕委員長：今西敦之氏
先般、理事会にて協議させて頂きました、3/11（水）に南ぬ
島石垣空港におきまして、ANA コックピット見学会を開催さ
せて頂く事になりました。当委員会の職業奉仕が担当させ

が協力しあって開催されて、チームワークというのを皆さん

て頂きます。スケジュールですが、南ぬ島石垣空港に 10：

感じたんではないかと思います。他のクラブとも親交を深め

20 スターバックスに集合、10：30 から約 45 分～60 分でコ

たし、刺激も受けました。何より裏千家の千玄室大宗匠が
話された謙虚さということ、そして平和への想いというのが
表われたスピーチで、私は前日の会長・幹事会と本会議の
2 回聞くことが出来て、ほぼ同じようなお話しの内容ではあ
りましたが、お歳の割には思いの丈を、エネルギッシュに強
くお話しされる方で、とっても印象的でした。本日は則竹秀
南老師に卓話を頂く訳ですが、そういう機会を頂けまして
本当にありがとうございます。周南老師はこの後、台湾にそ
の足で行かれるということで、大変お忙しい中を来ていただ
きました。本当にありがとうございます。感謝申し上げます。

◇◆◇幹事報告：大田

次男◇◆◇

ックピットの見学をし、その後昼食となっております。保安検
査等の関係で事前登録が必要となりますので、名簿を回覧
させて頂きます。3/11（水）10：30～12：30 の間にご出席頂
ける会員の皆様は○×を付けて頂きたいと思います。ただ
し、これはあくまでも予定でございまして、その他いろんな
状況により、コックピット内の見学が変更及び中止になる場
合がございます。詳細が決まりましたら会員の皆様にはご
連絡させて頂きますが、取り急ぎ 3/11（水）10：30 より ANA
コックピット見学という事で職業奉仕担当で進めさせて頂き
ますので、どうぞご参会の方よろしくお願いいたします。

◇◆◇ゲスト卓話：則竹秀南老師◇◆◇

2/13（木）地区大会のご参加ありがとうございました。お陰
様で盛り上げて頂きました。春日部西ＲＣ2/26（水）のメーク
アップは、新型コロナウィルス流行の理由で延期になりまし
た。日程につきましては、これから調整して連絡が来る事に
なっております。RIJYEM よりアンケート依頼が届きました。
日本名称で言いますと、一般社団法人国際ロータリー日本
青少年交換他地区合同等という組織から、クラブ独自に青
少年の短期青少年の交換を行っていますか、どうかの調査
アンケートが届いていましたが、当クラブは今のところ青少
年短期プログラムは行っていませんので、その旨の回答と
いたしました。3/6 に予定されていました日台親善会議、こ
ちらも新型コロナウィルス関連で開催が延期となりました。
当クラブから橋本会長ご夫妻の参加予定でありましたが、
延期の日程は検討中で決まり次第、案内されるという事で

◆テーマ◆
『希望と願』
皆さん、こんにちは。今日は、桃林寺さんのご紹介でこちら
の卓話に参らせて頂きました。今日は石垣島の皆さんとお
会いできて、大変嬉しゅうございます。石垣島とのご縁は、
桃林寺の前住職と同級生で親しい間柄でした。私は、台湾
で生まれて京都へ引上げました。南国は大好きです。昨日、
京都を出発する時は大雪でした。南国の石垣島へ行けば
暖かいだろうと思いきや、来てみたら寒い。何回も来ていま
すが、今回は特に寒かったです。こういう気候ですからお
互い元気で過ごしたいですが、いろんな面でどういう病気
にかかるか分かりません。それが世の中の無常さです。お
釈迦様は、もっとも素晴しい一日は諸行無常と言っていま

す。諸行無常というと仏教的に聞こえますが、簡単に言え

（争いのない平和な世界へ）これはどの佛さまも共通で、こ

ば移ろうということです。同じ状態が常にないという事です。

れに加えて別願というのがあり、それぞれの佛さまでお持ち

宇宙が出来てから常に移ろいでいます。一日一日、同じ状

であるという事です。特に、薬師如来にいたっては、多くの

態ではない、特に我々人間は移ろいでいます。一番ショッ

病気で悩んでおられる人達を少しでも治していこうと、従っ

クを受けるのは死ですから、諸行無常というとすぐに死を思

て薬師如来は、合理的な治し方で薬つぼを持っていて、そ

い浮かべますが。昨日、生まれた子供はもう移ろいでいま

の病人に合った薬を処方していく。今のお医者さんと全く

す。五年も立てば歩き出し、常に移ろいでいるから大人に

同じでそれが薬師如来です。少しでも多くの人が病気から

なって現在のお姿があります。移ろいでいなかったらいつ

立ち直って、元気でいてくれたらという願いを持っておりま

までも赤ちゃんのままです。これを私達は日常の生活にお

す。願いと仕事、皆さん同じように思われるかと思います。と

いて、よく理解し認識し、そして自分で体験していくという事

ころが違いがあるという事をお話しします。希望は皆さんそ

が大切だと思います。今日のテーマを何にしようかと考えて

れぞれお持ちでしょう。何々を成就しようという大きな目的

「希望と願」に決めさせて頂きました。勅題、歌会は今年「望」 を持って、それに向かって進んでいくわけです。その目的
という字でした。この望という字、熟語として希望という字は、 を成就しようと努力していくわけです。その目的は、皆さん
明るい未来に繋がるという意味があります。いい言葉です。

の力で成就すると思います。皆さんそれぞれの社会でお仕

一人一人が小さい時から、目標を持って未来に向けて進ん

事をされ、あるいは学問されてそれぞれの目的を成就され

で行く。書き初めに自分の想いを託すわけですが、何も思

ておられると思います。90 何パーセント成就するでしょう。

い浮かばないので形だけで「希望」と書いてしまい、そんな

しかし、成就しない場合もあります。なんで成就しなかった

事で終わってしまうんですが、これに向かって進んでいく、

か。これだけ自分は頑張ったのにと、大抵の方は思いそし

行動するという事が大切だと私は思っております。皆さんの

て落胆されると思います。そういうものが希望です。入学試

職場において地域社会において希望というものをお持ちだ

験でもお子さんが勉強して、親御さんはそれを支援して頑

と思います。常に未来に向けて自分の希望を持って、そし

張った。ところが大抵は合格しますが合格しない場合もあり

て成就するように、ロータリーの精神にのっとってお互い励

ます。そうすると落胆は大きいですね。それが希望です。で

まし合って前へ進んでいく。平和のために希望を持って、

は願の方はどうか。願の方は、その目的が成就されようとさ

一回一回の会合が常に世界の平和に向かって進んでいく。 れまいと、私はこういう願いでこういう事をやるんだ！それが
その目的の成就の為に皆さん方が会合を重ねて、自分の

願です。大きな差があります。もちろん成就されるに越した

意見を延べ、そして行動を起こしていくという事が大切だと

ことはありません。でも、成就されなくても佛さまは、この願

私は思います。「願」佛は衆生を救うため、菩薩の時には願

いを持って多くの人々を救っていこうと、この世の中の人達、

を立て衆生はさとりを得るために修行にあたって願を立てる。 本当の心の安心を得てもらおうと思って佛さまは努力される
具体的には、阿弥陀佛の四十八願、薬師如来十二願、普

わけです。でも、縁によってみんなが救われるとは限らない。

賢菩薩に十願、いろいろありますが、願というのはその佛さ

でも、救われないからやめておこうじゃないんです。でも、

まによって違います。それに対して、通願というのがありま

私はこれをするんだ、それが佛さまの願いです。そこに大

す。これは、どの佛さまもみんな同じ願いを持っておられ通

いなる違いがあるということです。一人一人が心の中に佛を

願、四弘誓願というものです。これは四つ願いがあります。

見いだし、自己を見つめていくというのがお釈迦様のお教

一、衆生は無辺なり誓って救わんことを願う（人々と仲良く

えです。簡単に言うと、自己をはっきりと見つめていく。一

思いやりの心で常に願いを立てて行動していく）二、煩悩

人一人が自己をみつめていく、佛の立場になった時には、

は無尽になり誓って断ぜんことを願う（欲望なく常に足ること

自分だけの幸せではなく多くの人達の幸せを考える、世界

を知る）三、法門は無量なり誓って学ばんことを願う（心理を

の平和を考える、皆さん方、努力してくださっておられると

探究し尽す）四、佛道は無上なり誓って成ぜんことを願う

思います。世界の人々が安らいで、良かったなぁと、人間と

して生まれて本当に良かったなぁと、世界の人々が感じる

ています。私は、本当に世界平和になるのには、みんなが

時はいつくるのでしょうか。願いを持って、私達は世界平和

同じ物を平等に食べられるという時がきたら、この世界、平

のために努力していこうと、皆さん方日々ロータリークラブ

和になります。諦めません。そのために私達は願いを持っ

の活動をなさって頂きたいと思います。「希望と願」は大き

て前へ前へと進んで行きたいと思います。

な差があります。世界平和という大きな願望を私達は持っ

～例会風景～

則竹秀南老師

バナーのプレゼント！
お忙しい中、卓話をいただきありがとうございました。またのご来会お待ちいたしております。

本日のニコニコ
✩橋本 孝来氏：則竹老師様、お忙しところ卓話頂きました。ありがとうございました。
☆大田 次男氏：2/13 地区大会への参加ありがとうございました。次は、国際大会よろしくお願いします。
✩上勢頭 保氏：本日の卓話に感謝を込めて、合掌。
✩小林 昌道氏：老大師の健康に祈念しまして！
✩新
賢次氏：本日はみんさーウェアを紹介することが出来ました。ご老師様のお話を拝聴することが出来ましてありがとう
ございました。
✩南波 正幸氏：地区大会お疲れ様でした。
✩今西 敦之氏：地区大会おつかれ様でした。宮城早人会員、ピアノ演奏素晴しい。
米盛パスト会長「コンドルは飛ぶ」感動しました。南波パスト会長「1、2、ナンバ」ですよねぇー！
✩新城永一郞氏：2 月 11 日創立 48 周年 社員、家族にありがとう！
✩山下 暢 氏：則竹様 ご講話ありがとうございました。
✩新垣 精二氏：ダイハツ全国大会で表彰をいただきました。購入していただいたお客様に感謝！
◆BOX￥19,000 （累計￥217,700） ◆コイン￥2,275 （累計￥58,487）

合計 ￥276,187

伊盛米俊氏 18 日（火） 吉田貴紀氏 18 日（火） 佐久本達氏 23 日（日） 金城力氏 24 日（月）

