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　皆さん、こんにちは。今日の私のお話は、9月の最終
例会での高尾山古墳に続いて、高尾山古墳より300年ほ
ど後の時代のお話です。聖徳太子によるわが国最初の
慈善救済事業についてです。日本の慈善救済事業の始
まりは、聖徳太子らによって四天王寺に593年に創立さ
れた四箇院（悲田院、敬田院、施薬院、療病院）からだ
と言われています。悲田院は、貧窮者・孤児などを収容
した施設であります。723年に興福寺に創立され、730
年には光明皇后によっても設けられ、老幼の貧窮孤独者
を収容救済したとのことです。敬田院は、慈善救済施設
というより、仏教的教化を目的としたもので、四箇院の中
心的場所にあった。古代の仏教的教化事業として日本
では先駆的なものとされています。施薬院は四天王寺の
一医療施設として、貧窮病者への薬の施し場所として設
立されたと伝えられています。723年に興福寺にやはり
施薬院が作られています。825年には京都に医師が配置
された施薬院が設立されています。療病院は、「是一切
男女無縁の病者を寄宿せしめ、日々療育すること」であり、
貧困病者の慈善救療施設であった。この時代の代表的
慈善家としては、奈良時代の行基、光明皇后、和気広
虫らがおり、様々な慈善救済が行われました。
　聖徳太子と関係の深い法隆寺に皆さんも行かれたこと
があると思いますが、金堂の柱は著しいエンタシスを持っ
ておりギリシャ建築と関係があることや数世紀閉じられて
いた夢殿の仏像救世観音の微笑は、ダ・ヴィンチのモ
ナリザの微笑によく似ていると言われています。シルク
ロードの終点が法隆寺だと言われています。この秋は、
皆さんも新しい発見の旅に出かけられたらいかがでしょ
うか。

他ＲＣ出席  石川（三）君・山本君（11.5御殿場ＲＣ
創立50周年記念式典）、石川（秀）君・
大熊君・大村君・渡邊（洋）君（11.7沼
津柿田川）

欠席者（12名）
石渡君、髙地君、峯尾君、望月君、
長橋君、野際君、大熊君、清君、
杉山君、渡辺（好）君、渡辺（芳）君、
渡邊（洋）君
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11月18日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　渡邉　秀一君

配偶者誕生日　積　　邦子様（惟貞君）
結婚記念日　大友　保志君、望月　美樹君

11月25日（金）
　地区大会報告
 副会長・幹事

石川（三）君…積先生、奥村さん、リレートークよろ
しくお願いします。
三好君…結婚記念日のお祝いありがとうございます。
無事に26年続きました。
奥村君…リレートークよろしくお願いします。
積君…本日卓話をさせていただきます。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…11/22（火）は特別休会
　　　　　　　12/13（火）はXmas夜間例会・
 Ｇ補佐公式訪問
　　　　　　　12/27（火）は特別休会
　富　　　士…11/23（水）は祝日休会
　　　　　　　12/21（水）は家族夜間例会
　　　　　　　12/28（水）は年末休会
　沼津柿田川…11/28（月）は12/4（日）
 グラウンドゴルフ大会
　長　　　泉…11/23（水）は祝日休会
　富　士　宮…11/21（月）は特別休会
　　　　　　　11/28（月）は夜間例会
　　　　　　　12/5（月）は12/3（土）夜間例会
 ファミリー忘年会
　沼　津　北…12/13（火）は夜間例会忘年家族会
　　　　　　　12/27（火）は裁量特別休会
　富士山吉原…12/15（木）は忘年家族会
　　　　　　　12/29（木）は特別休会
２ ．ロータリー財団ご寄付のお願い（今年度地区
目標：US$150/人・年） ⇒11月はＲ財団月間
です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします
３ ．11/20（日）地区大会のご案内ポストイン（参
加者のみ）　⇒9:00グランシップ正面入口集合
（現地集合・現地解散です）
４ ．12/22（木）忘年家族会（夜間例会・18:30点
鐘）のご案内 ⇒出欠回答・会費納入・景品寄
付は受付にて

第1回クラブ協議会❹
財団プロジェクト リーダー　道前　　勇
　Ｒ財団委員会と米山委員会を統括し、それぞれ
の活動がスムーズに行えるための潤滑油の役割を
担います。両委員会は共に皆様の寄付金で成り立っ
ています。事業内容を説明し納得していただいた上
でご協力をお願いします。ＲＩ財団創立100周年を
迎えるにあたり、未来の夢計画実行等、寄付の強
化を図っています。最近のＲＩ財団は社会奉仕に軸
足を移してきているように見受けます。この動きを十
分理解した上で行動していければと考えます。
Ｒ財団　【活動予定】①7/31地区財団セミナーは、
休日外科当番のため山本幹事に出席していただくこ
ととなりご迷惑をおかけしました。②9/23例会は地
区補助金事業贈呈式を社会奉仕委員会とも協力し
行います。③11月はＲ財団月間で、第1例会で地
区財団セミナーの内容に沿ってＲ財団に関する啓
蒙活動と年次寄付のお願いをします。【地区目標】
年次基金：ＵＳ＄150/人・年、ポリオプラス：ＵＳ
＄30/人・年、恒久基金：ＵＳ＄1,000/各クラブ1人
以上。財団月間と4半期ごとに例会で財団に関する
情報提供を行う。Ｒカードへの入会を勧める。
米山　米山記念奨学会は勉学または研究のため来
日し大学等教育機関に在籍する外国人留学生に対
して奨学金を支給し、国際理解と親善に寄与するた
めの事業を応援するものです。この事業はすべて寄
付金により運営され、国内では民間最大の国際奨
学事業です。事業運営のため、一人16,000円以
上／年の寄付をお願いします。また当クラブ周辺に
は大学がなく世話クラブの経験は困難でありますの
で、学生の長期休暇を利用して奨学生の訪問を促
しホームステイや卓話を企画したいと思います。会
員の皆様方のご理解・ご協力お願いします。

財団プロジェクト リーダー　道前　　勇

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

私のＲ入会のいきさつ 会 員　積　惟貞君
　ほぼ30年ぶりに沼津に戻りまるで浦島太郎の私
に、婦人科の望月先生が沼津北クラブ入会を勧め
てくださり、私も大いに興味がありましたのでお願い
しました。しばらくして入会拒否のいきさつを望月先
生の手紙で知りました。「外科医はすでにメンバー
が充足している、それに自宅が沼津北のテリトリー
から外れる。」との理由でした。ロータリーのルール
を全く知らなかった私にはよく解らないまま「俺みた
いのは駄目か。」といささか不愉快でした。ところが
私の法人の理事をしていた古沢さん（丸三書店の社
長）がどこからか聞きつけて「沼津クラブにどうぞ、
外科医が不在でちょうどよい。」と勧めてくださり、紹
介者に大河原先生と本多先生を挙げられました。
大河原先生は、子供の時代から病院が近かったの
でお世話になり、本多先生とは沼津に帰郷する6-7
年前に全く偶然に「第1回日中友好医師訪中団」の
一員としてご一緒した経験があり、喜んでお願いし
ました。入会当時の沼津クラブはメンバー約80人、
キラ星のごとく沼津市の著名人がおいでになり、そ
れだけで有頂天になったのを覚えています。

私のＲ入会のいきさつ 会 員　積　惟貞君

会員リレートーク  会 員　奥村　茂春君
　クラブ先人が遺された貴重な社会奉仕、千本を
よくする会が50年を超えて継続中。2年目会長を仰
せつかり、これまで7回清掃の機会があり実施でき
たのは僅か2回、あとは雨で中止。会長の姿勢が
天候に表れているかのようですが、先日雨で中止
のときも心配で松林と駅前花壇に足を運び気を紛ら
し、次の12月11日は強攻策の雨天決行と不可能
に近い策を夢見ています。
　印象に残る大事業、2011年11月19日（土）20日
（日）国際Ｒ第2620地区地区大会が積Ｇの下、沼
津ＲＣホストで開催され実行委員長を任命、身の
竦む思いを忘れません。積Ｇより記念講演は松下
幸之助について要請を受け1月29日、京都松下資
料館に川越森雄館長を訪ね交渉。難題もある中、
当日私が家宝の松下幸之助創業者からのご芳書を
持参。そのコピーを寄贈し快諾を得、講演料も破
格の安値で契約。望外の喜びとなり、それ以来そ
のご芳書はパナソニックでは水戸黄門さながら『平
成の紋所』として否応なく効果を発揮している。
　記念講演は1,500名のロータリアンが当時景気
の冷え込みもあり最後まで傾聴され改めて積Ｇの時
宜を得た先見の明に感服し、いつまでも記憶に残
る事業となった。

 会 員　奥村　茂春君
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した施設であります。723年に興福寺に創立され、730
年には光明皇后によっても設けられ、老幼の貧窮孤独者
を収容救済したとのことです。敬田院は、慈善救済施設
というより、仏教的教化を目的としたもので、四箇院の中
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貧困病者の慈善救療施設であった。この時代の代表的
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ナリザの微笑によく似ていると言われています。シルク
ロードの終点が法隆寺だと言われています。この秋は、
皆さんも新しい発見の旅に出かけられたらいかがでしょ
うか。

他ＲＣ出席  石川（三）君・山本君（11.5御殿場ＲＣ
創立50周年記念式典）、石川（秀）君・
大熊君・大村君・渡邊（洋）君（11.7沼
津柿田川）

欠席者（12名）
石渡君、髙地君、峯尾君、望月君、
長橋君、野際君、大熊君、清君、
杉山君、渡辺（好）君、渡辺（芳）君、
渡邊（洋）君

44

42

32

76.19

95.24

11月18日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　渡邉　秀一君

配偶者誕生日　積　　邦子様（惟貞君）
結婚記念日　大友　保志君、望月　美樹君

11月25日（金）
　地区大会報告
 副会長・幹事

石川（三）君…積先生、奥村さん、リレートークよろ
しくお願いします。
三好君…結婚記念日のお祝いありがとうございます。
無事に26年続きました。
奥村君…リレートークよろしくお願いします。
積君…本日卓話をさせていただきます。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…11/22（火）は特別休会
　　　　　　　12/13（火）はXmas夜間例会・
 Ｇ補佐公式訪問
　　　　　　　12/27（火）は特別休会
　富　　　士…11/23（水）は祝日休会
　　　　　　　12/21（水）は家族夜間例会
　　　　　　　12/28（水）は年末休会
　沼津柿田川…11/28（月）は12/4（日）
 グラウンドゴルフ大会
　長　　　泉…11/23（水）は祝日休会
　富　士　宮…11/21（月）は特別休会
　　　　　　　11/28（月）は夜間例会
　　　　　　　12/5（月）は12/3（土）夜間例会
 ファミリー忘年会
　沼　津　北…12/13（火）は夜間例会忘年家族会
　　　　　　　12/27（火）は裁量特別休会
　富士山吉原…12/15（木）は忘年家族会
　　　　　　　12/29（木）は特別休会
２ ．ロータリー財団ご寄付のお願い（今年度地区
目標：US$150/人・年） ⇒11月はＲ財団月間
です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします
３ ．11/20（日）地区大会のご案内ポストイン（参
加者のみ）　⇒9:00グランシップ正面入口集合
（現地集合・現地解散です）
４ ．12/22（木）忘年家族会（夜間例会・18:30点
鐘）のご案内 ⇒出欠回答・会費納入・景品寄
付は受付にて

第1回クラブ協議会❹
財団プロジェクト リーダー　道前　　勇
　Ｒ財団委員会と米山委員会を統括し、それぞれ
の活動がスムーズに行えるための潤滑油の役割を
担います。両委員会は共に皆様の寄付金で成り立っ
ています。事業内容を説明し納得していただいた上
でご協力をお願いします。ＲＩ財団創立100周年を
迎えるにあたり、未来の夢計画実行等、寄付の強
化を図っています。最近のＲＩ財団は社会奉仕に軸
足を移してきているように見受けます。この動きを十
分理解した上で行動していければと考えます。
Ｒ財団　【活動予定】①7/31地区財団セミナーは、
休日外科当番のため山本幹事に出席していただくこ
ととなりご迷惑をおかけしました。②9/23例会は地
区補助金事業贈呈式を社会奉仕委員会とも協力し
行います。③11月はＲ財団月間で、第1例会で地
区財団セミナーの内容に沿ってＲ財団に関する啓
蒙活動と年次寄付のお願いをします。【地区目標】
年次基金：ＵＳ＄150/人・年、ポリオプラス：ＵＳ
＄30/人・年、恒久基金：ＵＳ＄1,000/各クラブ1人
以上。財団月間と4半期ごとに例会で財団に関する
情報提供を行う。Ｒカードへの入会を勧める。
米山　米山記念奨学会は勉学または研究のため来
日し大学等教育機関に在籍する外国人留学生に対
して奨学金を支給し、国際理解と親善に寄与するた
めの事業を応援するものです。この事業はすべて寄
付金により運営され、国内では民間最大の国際奨
学事業です。事業運営のため、一人16,000円以
上／年の寄付をお願いします。また当クラブ周辺に
は大学がなく世話クラブの経験は困難でありますの
で、学生の長期休暇を利用して奨学生の訪問を促
しホームステイや卓話を企画したいと思います。会
員の皆様方のご理解・ご協力お願いします。

財団プロジェクト リーダー　道前　　勇

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

私のＲ入会のいきさつ 会 員　積　惟貞君
　ほぼ30年ぶりに沼津に戻りまるで浦島太郎の私
に、婦人科の望月先生が沼津北クラブ入会を勧め
てくださり、私も大いに興味がありましたのでお願い
しました。しばらくして入会拒否のいきさつを望月先
生の手紙で知りました。「外科医はすでにメンバー
が充足している、それに自宅が沼津北のテリトリー
から外れる。」との理由でした。ロータリーのルール
を全く知らなかった私にはよく解らないまま「俺みた
いのは駄目か。」といささか不愉快でした。ところが
私の法人の理事をしていた古沢さん（丸三書店の社
長）がどこからか聞きつけて「沼津クラブにどうぞ、
外科医が不在でちょうどよい。」と勧めてくださり、紹
介者に大河原先生と本多先生を挙げられました。
大河原先生は、子供の時代から病院が近かったの
でお世話になり、本多先生とは沼津に帰郷する6-7
年前に全く偶然に「第1回日中友好医師訪中団」の
一員としてご一緒した経験があり、喜んでお願いし
ました。入会当時の沼津クラブはメンバー約80人、
キラ星のごとく沼津市の著名人がおいでになり、そ
れだけで有頂天になったのを覚えています。

私のＲ入会のいきさつ 会 員　積　惟貞君

会員リレートーク  会 員　奥村　茂春君
　クラブ先人が遺された貴重な社会奉仕、千本を
よくする会が50年を超えて継続中。2年目会長を仰
せつかり、これまで7回清掃の機会があり実施でき
たのは僅か2回、あとは雨で中止。会長の姿勢が
天候に表れているかのようですが、先日雨で中止
のときも心配で松林と駅前花壇に足を運び気を紛ら
し、次の12月11日は強攻策の雨天決行と不可能
に近い策を夢見ています。
　印象に残る大事業、2011年11月19日（土）20日
（日）国際Ｒ第2620地区地区大会が積Ｇの下、沼
津ＲＣホストで開催され実行委員長を任命、身の
竦む思いを忘れません。積Ｇより記念講演は松下
幸之助について要請を受け1月29日、京都松下資
料館に川越森雄館長を訪ね交渉。難題もある中、
当日私が家宝の松下幸之助創業者からのご芳書を
持参。そのコピーを寄贈し快諾を得、講演料も破
格の安値で契約。望外の喜びとなり、それ以来そ
のご芳書はパナソニックでは水戸黄門さながら『平
成の紋所』として否応なく効果を発揮している。
　記念講演は1,500名のロータリアンが当時景気
の冷え込みもあり最後まで傾聴され改めて積Ｇの時
宜を得た先見の明に感服し、いつまでも記憶に残
る事業となった。

 会 員　奥村　茂春君


