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RotaryNo.34(1983～1984)

第78回例会昭和59年2月28日（火）晴
‐

◇“我等の生業”

◇出席報告

会員52漁出席35名
出席率67.31影

◇前回 2ﾉ]21日（修証出I1iF率)94.23%

makeup

背山期.(2/19半lll),女j朧ﾊ･(2/24北),深兄/ド

（2/19半川), 1'i川荊(2/'271| '),IWI(2/20

LI｣),堀場荊(2/21名東)、加藤(敏)"(2/22名

北)，久保'Ⅱ群（2/19半l ll),黒野洲; (2/21名

束)，松居-{l･(2/24北), ノく芥洲. (2/19半l1l),

；街原論(2/15束京)，が沢閥(2/18守l l l),矢野

（2/21名東)財

◇ビジター紹介5漁

◇誕生日祝福

古川夫人(2/25)，新英夫人(2/28）

◇ニコボックス

水野(災)調. （2/19,塙束「･砿のジョギング人

会で5A"先ﾉ世しました)，成|1IKi･(.gjf･が高校

に合勝しました)， 『”《ハ･(ホームクラブ21111

留'3:にしました)，久保川洲･(ホームクラブ御

無沙汰しました)，黙須満(娘が愛知'､}：:|洗人'､j4

I蛎学邪に合絡しました)，西川ﾏﾄ(*l l所川に

より早退させて頂きます), !I,川群(火人誕/k

祝)，新芙,ﾊﾞ(夫人誕生祝）

◇三輪幹事報告

1 /IxI I例会終r後，鰍~1f没幽会をifいます

ので蠅･ji投風の〃は2FI筒のlillにお災りト．

さい。

2第260地僅松本ローターアクトクラブよ

り，第7111I地I>〈年次大会(S59. 4.29)の御

案内がﾙ'|いていますので参加希望者は'If務

伽jまでおl ilし出ドさい。

◇菊池社会奉仕委員長報告

よる2ﾉ1231_1に行なわれたI1｣内RCc)#|:&

奉仕委員会合|司会談の報<!fをいたします。 'i､
期第2回めの行:lfとして，社会隔祉法人浦711･

雌ライ l､ハウスに，作業訓I練川機械|'|助丁介

擬斑として100万li]!IWjmAいたしました。
なおFI!11:腿より､'1クラブにも感謝状をいた

だきましたので、 ここに彼ﾙ鷺いたします。又

II1RCよりの提案で, ! | ! |]<I残矧孤児援‘灘A§金

に援迩金として100万l 'jIWi｣!とすることを余興

一致で決定しましたのでご州告IIIしあげま
-zi-
〆。

◇竹内会長挨拶

杵さんはひ’,:つとしてミック・ジ.1．ガー氏

を御榊M1でしl:うか。彼は人気ロックグルー

プのローリンズストーンズのｲj.ﾉJメンバーで

すがノドや渦!| 'の人物なのです。というのも6

イ|米の恋人が7かﾉjの身･’侭にも拘わらず，彼
女の方が“将来離蛎があるとしたらそのIIjf"

財雁分Ij-をしない｡”という彼からの契約III

し出に判を押さないので彼が紬嬬を脈み統1ナ

ているのです。

それにしてもj･供を旗むことにためらいを

兇せない恋人やその1II雄に､|え又(でいられる彼

の粘刷|'ﾊｾ造には蹄くばかりで，結幡の11＄点で

離蛎を,獣識するという'叫i'fの約束'ji: ．契約の
ベースのI;I I述の大きさを感じさせずにはいら

れません。脈j'･とか私ﾉ|{児などという頂i.蝿が

現実的に恩わないのはIII瓜すぎるのでし‘kう

か。

2)1 4 1 1 i,1･の折|州lにはアメリカで受粘卵移

li''i児が誕/|~:した11:が繩迦されました。そのノ
ウハウにIMIして特ハ:樅がl ll !;i'iさ;iLたそうです

が， こうした技術は帝朧関係では既に開発済

みですし, I>"I}人f:l･協会ではモラルに反しな

い範llllでむしろとどめられているのです。人
｜川には技術を進めない,!!j､にWiSdom(災知）

が兇lllされるのであってKnowledge(知識）

だけが光ｲj･した科'､j::進歩の1人歩きに危恨の

念をいだくのは私だけでし,kうか。
キリストを受胎した聖Iﾘ:マリアはもはやパ

へ
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ロディと化し， ものとしての粘子・ ・卵子，購
捷洲《となった~r'ljWをもとに午に誰のものとも

わからない受粘卵が売買され，生命のil!I秘も

形而上から形而~ﾄ的なこととして扱われるこ

とになりかねません。

精神を欠いて， ／|そ命の誕/1Zを動物のペット

に近い感覚でとられている昨今の価lil｣に不安

と不‘決を感じているのは，私ひとりではない

ことを願って挨拶といたします。

◇譜演

“仏教雑話”

l l泰寺寺務長鷲見弘IⅢ氏

（紹介水野（民）メ|･）

況からは想像できないほど素11,1iしい文明の尿｜

であったことは意外な点でありましょう。貨

幣の充lﾘ｣も他ならぬインドなのです。そして
その頃のギリシャや'-|.'EI同様， インドにも多

くの都II].EI家があり，釈迦もそれらを訪問し

て仏教を広めていったのです。しかし釈迦ILI

らが沸いて残したものは何もなく， ′|際りを聴

いた人々，例えば､|え災，国王，高級遊女，学

者など，玉石混交の人々の記録が集大成され

て仏教の教えが伝えられております。

同じ頃， ジャイナ教という宗教もあり今も

ボンベイに150人ほどの信者が残っておりま
す。このボ教の特色は絶対に生きものを殺し
てはならない戒律があるので職繩も限定され
金融業肴かブローカーの大金持ちの備者ばか

りというおもしろい現象となっています。
そしてこの宗教こそ無抵抗思想の母体とな

ってかのガンジーを支え， 20．肚紀の|||ざ界にイ
ンド独立という大きな11世史の変''|Kをもたらし
たことを思い起こす時，宗教のilll秘性を感ぜ

ずにはいられないのです。

－第14回ゴルフ会成績－
（2/21愛知CC)
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僅勝

2位
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5位

BB

木全

永jl:

松藤

ｲ〈野

Bkll l

菊池

昭二

止疑

l l(|弘

賀続

ﾉ党則

昭沁

43

41

47
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45

49

50

43

47

43
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53

93

84

94

88

96

102

22

10

18

10

16

14

71

74

76

78

80

88

私の友人が外| '《|人を| |泰寺の仏舎利恥に案

内した隙，彼らは御輿'けという， ;葉を上常に

不忠磯がったそうです。というのも口水には

|' il l 7Ij.の仏作ｲﾐl1恥があるのでそんなに数多く

の仏舎利（釈迦の･''1．）がなぜ存ｲlZするのか疑

問に感じたわけです。

「仏舎利」とは巌帝な怠味で，科学的に3

つのW(Who,Where,When)を納偲さ

せなければなりません。そして'||:界の朧史の

' '1で“お釈迦様の‘ﾄl･"と認められるのぱたっ

たひとつなのです。 1898年（|ﾘ｣治35),"'1'.¥

者ウイリアム氏がインドのピクラバーで発助l!

した戒の' '1に納められていた'冊がアシュウカ

文｣fの解i洸によって釈迦の'|'1･とわかり， これ

が水当の御真''1'と呼ばれるものです。では数

多くの仏介利燃の' | 'の仏舎利は何かという

と，実際は『kイi類や釈迦が'i/fりをひらいた所

のニーレンジャガi' I1の小ｲT・砂が仏介ﾎ11と称

してまつられているのです。なぜそんなニセ

ものを拝むのか。外I剛人は不忠磯がったそう
ですが, 1~~ﾄむというｲj･為は妨げられない東

{､fの独特の,臥想であり雌族の感覚の速いと烏．

えるでしょう。そして本》11の御真'丹'は前述の

|'1･だけであり，その一部がLI泰寺にまつられ

ていることを認識していただけると』|といで
一

9o

又， インドの歴史をひもといてみますと，
お釈迦様の活雌しておられる域のインドは珊

１

１

１I

（参加12名）

次|' 1Iは3ﾉj21I I (水）に藤岡C.Cにて行なわ

れますのでふるってご参加卜．さい。 （枠｣':松｣1吋）

名11ijg'1]･内RC囲碁入会のご案|ﾉ1 ~=一

一

1 11内RC|jll碁同好会の海季人公が~ﾄ,;[』の典|

~ く催されますので参加希製者は'I;務局までご

'迎絡~ドさい。

肥

I I IIキ 昭ﾎ|｣59ｲ「3月10II(EL)

PM1:00～5:00

場所 名11IETIj' | !区栄4－7-27

雌崎ビル「ペンギン蝕」
TEL 263-0005

参加斑 ¥4.000円

◇次回例会(3J]61_1)
識淡 “柔道あれこれ”
会u 大谷ｲ｢I雄淵・

◇次々回例会（3月13i l)
誰淡 “私の第二の故郷，
米III堤､j：:生劉突煥調．
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