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国際会長：ジュンヨル・チョイ 

 (釜山第一ライオンズクラブ・韓国 ） 

国際会長テーマ 

《 Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 》 

 

３３５－Ｂ地区ガバナー                 

 中谷 豊重 （ 岸和田 LC ） 

 地区ガバナースローガン  

《おもいを伝え 新しい扉をひらこう 

～クラブは主人公～ 》 

 

 ３３５―Ｂ地区 ４Ｒ１Ｚ 

大阪帝陵ライオンズクラブ 

会長 : 浅川 靖弘 

第５７期 会長テーマ 

《 目標を持つ 実行する われわれは奉仕する 》 
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               日時 令和２年 11 月 4 日 12 時 15 分～13 時 30 分 
               場所 都シティ大阪天王寺 
 

 
例会に先立ち L田中洋治のご冥福を祈り黙祷を捧げる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本例会の司会担当は L武輪興治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★ ライオンズの誓い   L 中田勝利 

 
 
 
 
 
 
 
 

第１３６１回例会 
日時 令和３年３月２日（火） １２時１５分～１３時３０分 
場所 新宿ビル３階 春夏秋冬 
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★ 会長挨拶  L 浅川靖弘 

  折角の久しぶりの例会ですのに、ひどい雨風になってしまいました。 

2 月は 2 回ともコロナのために例会は中止になってしまいま

した。3 月の第 1 例会は無事に開催出来ましたが、今後コロ

ナが収まり患者さんが増えないように祈っています。緊急事

態宣言はとれたとは言え、まだ多くの人が集り、会食をする

のは控えねばならないと思いますので、今日は弁当にしてい

ます。今、こうして集まって頂いた方々の内、一緒に食事を

せず、弁当をもって帰って頂いても、例会出席されたと判断

致します。 

TT の活躍で L梶谷が楽しい企画を考えておられますので、そのあたりの判断は皆さん個々

に考えて頂きたいと思います。 

 

★今月の各種お祝い 

ライオン歴 25 周年のお祝い L 平松 明 

「ライオンとなられ、この度 25 周年を

迎えられたことをお祝いを申し上げま

す。貴方のこれまでの奉仕活動に対し

て、お祝いと賞賛の意を込めて、マイル

ストンシェブロン・アワードを贈呈致

します。」 

 

 

誕生月のお祝い L 東 博史 L 廣瀬裕平  LL 中田 LL 平松 (LL石橋、LL藤原 欠席) 

               L杉野林一は長男のご結婚祝い 
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★ 幹事報告  L 武輪興治 

    (幹事報告は理事会報告をご覧ください。) 

   

  例会での承認  理事会で承認、例会でも承認される 

   ◉ 献血記念品 ; JA ふらのポタージュスープ 44,755円 

   ◉ たんぽぽ作業所との合同清掃奉仕     約７万円 

   ◉ 家族例会は 3月はコロナのため実行できなかったが、 

前向きに対応 4 月に日を改めて実行する。 

   ◉ 3 月 16日にキャビネットのゴルフ大会があり、帝陵からも沢山参加して頂きたい

ため例会を 3 月 23 日に変更、場所は天王寺都ホテル、時間は未定、食事なしで

お茶とお菓子程度の例会にする。      

 

★ 指名委員会からの報告   L森山哲郎 

      第 58 期 役員・理事候補者 

    役 員(理事)      氏 名 

会長(GATファシリテーター)   長生 忠之 

前会長 (LCIF・CO)   浅川 靖弘 

第一副会長 (GLT委員長)     家根本正志 

第二副会長 (奉仕委員長)     薮内 優典 

幹事 (プログラムコーディネーター)     塚田 恭嗣 

会計 (財務委員長)     斉藤 満弘 

ライオン・テーマー   武輪 興治 

テール・ツイスター   中田 勝利 

会員理事(GMT・計画委員長)     森山 哲郎 

理事二年(副幹事・会則委員長)       畑谷 明彦 

理事一年(MC 委員長)     廣瀬 裕平 

・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・     

ライオン・テーマー(副)   萬代 政勝 

テール・ツイスーター(副)   中山 大 

 
★ 4R  GMT委員会からの報告  L 梶谷信廣 

 2 月 2 日 第 6回 GMT委員会が開催される。 

 4月は家族会員増強強化月間、5月は正会員増強強化月間、

6 月は退会防止強化月間 とする。家族会員は名前だけで

存在意義がない、アクティビィティに参加しなくては・・・ 

335B地区では期首 160クラブあったのが１月には１クラブ

減り、159 クラブに、会員数も 6,811 人が 122 人減り、6,689

人になる。各クラブの会員数の約１割が退会していると思われ、退会防止が喫緊の問題。 
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会員増強アンケート調査で、所轄クラブでは大いに努力しているが、目標に近づいていな

い。また、支部結成については、考えていない‥と答えました。 

今月 10日に 4R GMT委員会が予定されています。  

 

 

★ TLG からの報告   L 中村哲也 

4月に 3R 合同のゴルフ大会、すみのえ LC50周年記念ゴルフ会

があります。肝心の TLGですが、春先に阿倍野さんとの合同の

ゴルフ会がありますが、今のところなんの連絡もありません。

単独の TLG会は 4・5月中に L中田と相談して 計画致します。 

 

 

 

 

★ 食事はパックに入れた弁当です 

 コロナ禍を配慮、料理そのものを持ち帰ってもいいよ      

うに、会長の配慮です。  

  

 

 

 

 

 

 

★ TT の活躍    L 松尾雅泰と L梶谷信廣 

 

 

 

 

 

 

      

 

L 梶谷出題の２つの絵の違う点を 

探すのに懸命のメンバーたち   
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★ 出席率の発表    L 中村哲也 

 

                   

 

 

 

 

★ ファイン&ドネーション発表  L鎌田友晴 

 

 

 

 

★ 「また会う日まで」斉唱 

 

★ ライオンズ・ローア  L 中山 大 

  
 

 

 

 

例会ドネーション  

令和 3 年 3 月 2 日  於：新宿ビル 3 階 春夏秋冬 

1 Ｌ．藤田 健次  

2 Ｌ．臼井 敏雄  

3 Ｌ．藪内 優典  
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4 Ｌ．鎌田 友晴 今回も感染予防に注意しながら行いましょう。最近は例会も大変ですね。 

5 Ｌ．浅川 靖弘 久しぶりに例会が開催できますが、大雨になってしまいました。私の日

ごろの行いの精ではないと思います？ 

6 Ｌ．杉野 林一 春一番でしょうか？えらい雨風です。帰りは雨が止んで傘がいらないと

聞きました。久しぶりの例会ですネ。 

7 Ｌ．梶谷 信廣 新型コロナウイルス、緊急事態解除になったが気をゆるめないで、マス

ク、手洗い。うがいも忘れないように気を付けよう。 

8 Ｌ．畑谷 明彦 もう 3 月です。冷たい雨ですね。 

9 Ｌ．平井 百次  

10 Ｌ．東  博史 残り 4 か月 会員増強をよろしくお願い致します。 

11 Ｌ．小林 繁昭 もうコロナの終息、願います。 

12 Ｌ．武輪 興治 メンバーの皆様、ご無沙汰しています。早、弥生の月、明日、おひな祭

り、初孫も 2才になります。時が経つのが早い～！ 

13 Ｌ．岡本 棟夫  

14 Ｌ．中田 勝利 L 田中洋治 亡くなられるとは信じられません。 

15 Ｌ．中村 哲也 L 田中洋治 安らかにお眠り下さい。残念です。 

16 Ｌ．廣瀬 裕平 愈々大台、ぞっとします。 

17 Ｌ．松尾 雅泰 春の嵐です。 

18 Ｌ．平松  明  

19 Ｌ．森山 哲郎 コロナ禍で大変ですけど、みんなの力で乗り越えて行きましょう。 

20 Ｌ．家根本正志 春が来ました。日曜日に梅を見物に行きました。大阪城は人がいっぱい。

皆さんマスクを付けコロナ対策をしての花見でした。 

21 Ｌ．長生 忠之 妻が東京明治座へお芝居で行ったきり「平凡な愛妻家」としては本当に

寂しい思いです。早く帰って来る事を願うばかりです。 

22 Ｌ. 斉藤 満弘 コロナに負けるな。 

23 Ｌ．石橋 源三  

24 Ｌ．藤原 成樹  

25 Ｌ．豊田 太平  

26   Ｌ. 塚田 恭嗣  

27 Ｌ．中山  大 本日寒いです。財布も。 

28 Ｌ．萬代 政勝  

 合 計 93,482 円 

 

出席者数 メークアップ 修正出席率 
20名 1名 87.5％ 
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第 57 期 第 681 回理事会議事録 
日時 ： 2021 年 3 月 9 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分 
場所 ： 事務局 
理事 ： Ｌ浅川靖弘  Ｌ中村哲也   Ｌ廣瀬裕平  Ｌ松尾雅泰  Ｌ森山哲郎 

Ｌ家根本正志 Ｌ長生忠之 （オブザーバー：Ｌ東 博史 Ｌ梶谷信廣 L 塚田恭嗣）   
会員数（2／1 現在） 38 名内 正会員 28 名（ 終身会員 1 名 名誉会員 1 名 不在会員 1 名） 

家族会員 10 名 
司会 幹事：家根本正志 

・出席者数の確認 
・開会の挨拶                          会長：浅川 靖弘 
 
議案 
1. 2 月度の会計報告 
                                     承認 
2. 3 月献血奉仕について 

日程：3 月 26 日（金）10 時～16 時         
献血記念品：無印良品ホワイトチョコがけいちご 44,950 円        承認 

3. 次期地区役員・委員選出の件 

ＭＣ・ＩＴ委員   Ｌ浅川靖弘         承認 

4. 指名委員会の件        

報告 

5. 春の家族例会について 
別紙参照  日程変更の上、再計画 

6. 第 3地区ガバナー諮問委員会の件 

3 月 15 日（月）15：00～17：30 都シティ大阪天王寺        

Ｌ東 Ｌ梶谷 Ｌ浅川 Ｌ家根本  出席                承認 

 
7. 335 複合地区第 67 回年次大会登録の件 

５月３0 日（日）登録受付 11：30～ 代議員総会 13：00～  
式典 14：00～ 晩餐会 16：30～                 報告 

8. たんぽぽ作業所合同清掃 
3 月 19 日（金） 別紙参照             承認 

 
9. その他 

アラート及びクラブ連絡用のラインを作成する。L 家根本に依頼。全員に参加を促す。 
 



13 
 

 

 

 

 

	
	
★ ご来賓の入場            	

	
	
	
	
	

司会は L武輪興治  	
ご来賓は	 1Zゾーン・チェアパーソン L鳥山雅庸	

2Zゾーン・チェアパーソン L勝田よしみ	
★ 国旗に敬礼	

	
	

	

	

	

	

	

	

★ ライオンズの誓い     L斉藤満弘 
 
 
★ 会長挨拶          L 浅川靖弘 
 
 桜のシーズンがやって来ました。あちらこちらで満開のニュースが伝えられます。 

でも昨年に続き、今年もコロナに足を引っ張られる花見となりそうです。 

 例会の変更です。4 月の第 2 例会は場所を変え、天王殿で夜の例会になります。そして、

実行できなかった 3 月の家族例会を 5 月の第 1 例会で行います。 場所は奈良で例会場は

古い伝統のある奈良ホテルです。現地集合に致します。L廣瀬が色々骨を折って世話してく

れました。 どうか皆さん、奮って家族例会に参加して下さい。 

 マイカーで行かれる方は、余裕があれば他のメンバーも同乗してもらう等、ご協力をお 

願いいたします。勿論、ホテルではコロナ対策に万全を期しています。 

 

第１３６２回例会 
日時 令和３年３月２３日（火） １２時１５分～１３時３０分 
場所 都シティ大阪天王寺 ５階 
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★ 来賓挨拶   

1Z ゾーン・チェアパーソン  L鳥山雅庸 

先日 L東にお会いした時、帝陵の例会訪問を誘われ、 

2Zのゾーン・チェアパーソン L勝田よしみ と一緒に 

今日お邪魔したような次第です。日ごろ、帝陵の皆さん 

には奉仕活動では、直接・間接に色々お世話になり 

有難うございます。また、ゴルフ大会では大変ご協力を 

頂きました。申し訳ないのですが、仕事の都合で例会の 

途中で退室させて頂きたいと思っています。 

どうか失礼をお許しください。 

 

2Z ゾーン・チェアパーソン L 勝田よしみ 

            座席から深々と礼をされる。 
 
 
★ 第 58期 役員・理事候補者の紹介 
              ずらりと並んだ候補者 

 
退出される L鳥山雅庸 

 
 
 
 
 
 
★ 幹事報告  L家根本正志 
 ◉ 4月の第 2例会の会場は天王殿 

 ◉ 5 月の第 1例会は、3月に実行できなかった家族例会をこの日に予定しています。 
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 ◉ 昨年 11 月 25 日に開催した 4R 合同コロナ防護服・補助犬育成支援チャリティ・ 

ゴルフ大会の収支報告 

 チャリティゴルフ大会収益金         804,112円 

コロナ感染防護服 500着         379,500 円(大阪市・中央急病診療所) 

補助犬育成支援              424,612円(日本サポートドッグ協会) 

◉ 第 103 回バーチャル国際大会について 

  6月 25 日からの第 103 回國際大会はカナダ・モントリオールで開催予定でしたが 

 コロナ禍によりウエブ配信による「バーチャル国際大会」として開催されます。 

 時差のため日本の夜間に行われた行事も、翌朝「見逃し配信」で御覧が可能です。 

 国際大会登録は、普通登録・後期登録の 2段階あり、普通登録は 3月 31 日までに登録 

 すれば US＄50、後期登録は 4月１日以降 US＄75 となります。 

    
★ 5 月の家族例会の説明    L 廣瀬裕平  

 5 月 8日(土曜)に家族例会で奈良散策に行きます。 

 例会場は由緒ある奈良ホテル、現地集合です。 

 例会では関西大学の若井先生に分かりやすく 

聖徳太子や法隆寺の話をして頂く予定。面白いです。 

会食後、特別のガイドさんによる奈良周辺の観光を 

致します。どうか奮ってご参加をお願い致します。 

 
★ TLG会からのお知らせ   L 中村哲也 

 春の TLG会は、アクティビィティと重なるため 

変更を考えています。 

5 月 27日(木)は、阿倍野 LCさんがホストで、 

奈良カントリーで行います。 

 
★ T・T の活躍 

       L 松尾雅泰  L 梶谷信廣 

L 梶谷信廣からメンバーの頭をひねる問題 

が出される。 

 ●【オリンピックの正確なマークを書け・・・】 

  メンバーからは、なかなか正確なマークが 

  出ません。何人目からか、やっと L薮内 

  から正解が出てきました。意外に皆、正確には    

  五輪のマークが書けないことが分かりました。 
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● 【待ち合わせ時間の計算 制限時間内に答えを出せ・・・】 
① A像前で午後１時に友人と合流します。 高崎駅から A像前まで 1 時間 10分かかり

ます。何時に高崎駅を出発すればよいでしょうか？ 
② B 歯科医を午後６時 45 分に予約しています。自宅から B 歯科医まで 50 分かかりま

す。何時に自宅を出発すればよいでしょうか？ 
③ C劇場で午後 0時 15 分に待ち合わせをしました。梅田駅から C劇場まで 80分かかり

ます。何時に梅田駅を出発すればよいでしょうか？ 
④ 孫夫婦が高知駅に午後 3時 27分に到着します。自宅から高知駅まで１時間 40分かか

ります。 迎えに行くのに何時に自宅を出発すればよいでしょうか？ 
⑤ レストラン D で午前 11 時から取材です。岡山駅からレストラン D まで１時間 15 分 

  かかります。何時に岡山駅を出発すればよいでしょうか？  
 

 
 
 
問題に取り組んでいるメンバーたち 
 
 

 
 
★ 出席率の発表 L 中村哲也      ★ファイン&ドネーションの発表 L鎌田友晴 
  
 
 
 
 
 
 
                     ライオンズ・ローアの前に一言挨拶 
「また会う日まで」斉唱         2Z ゾーン・チェアパーソン L勝田よしみ	
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例会ドネーション  

令和 3 年 3 月 23 日  於：都シティ大阪天王寺 

1 Ｌ．藤田 健次  

2 Ｌ．臼井 敏雄  

3 Ｌ．藪内 優典 もうすぐ春ですネ‼ 

4 Ｌ．鎌田 友晴 コメント  思いつかん！ 

5 Ｌ．浅川 靖弘 久しぶりの都ホテルです。今回は喫茶ですが次回はお食事付きで実施し

たいです。コロナよしずまれ！ 

6 Ｌ．杉野 林一 息子が結婚するお祝だというので、帝陵から沢山の現金を頂き有難うご

ざいます。 

7 Ｌ．梶谷 信廣 朝は花冷え、昼間桜三分咲き、夜は暖房と酒。 

8 Ｌ．畑谷 明彦 日に日に暖かくなります。夏のオリンピック、本当に出来るのか？ 

心配は私だけでしょうか？ 

9 Ｌ．平井 百次  

10 Ｌ．東  博史 春、心地よいシーズンになりましたね！本日は鳥山ＺＣ勝田ＺＣ、例会

訪問有難うございます。 

11 Ｌ．小林 繁昭 ゆっくりと桜鑑賞したいですね。 

12 Ｌ．武輪 興治 いよいよ春本番！ライオンズクラブも本番！ 

13 Ｌ．岡本 棟夫  

14 Ｌ．中田 勝利 今日は少し肌寒いですかね？昼例会、おいしいコーヒー、ケーキ（ある

のかな）おいしく頂きます。 

15 Ｌ．中村 哲也 春到来！身も心も、社会も、地域も、晴れ渡ってほしいですね！ 

16 Ｌ．廣瀬 裕平 たんぽぽ御苦労でした。 

17 Ｌ．松尾 雅泰 まだまだコロナ気を付けましょう。 

18 Ｌ．平松  明  

19 Ｌ．森山 哲郎  

20 Ｌ．家根本正志 1ＺＺＣ Ｌ鳥山雅庸、2ＺＺＣ Ｌ勝田よしみ、例会訪問、有難うござい

ます。本日も、楽しく行いましょう。 

21 Ｌ．長生 忠之 妻とレコードやっと完成しました。また改めて皆様に聞いてもらう為、

皆様に無料でお配り致します。 

22 Ｌ. 斉藤 満弘 春近し、ガンバロー 

23 Ｌ．石橋 源三  

24 Ｌ．藤原 成樹  

25 Ｌ．豊田 太平  
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26   Ｌ. 塚田 恭嗣 甲子園センバツも今日で 4 日目。色々なイベントも再開していって欲し

いです。 

27 Ｌ．中山  大  

28 Ｌ．萬代 政勝  

 合 計 114,800 円 

 

出席者数 メークアップ 修正出席率 
18名 0名 75.0％ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  司会は L武輪興治 
★ 国歌斉唱 
 
 
 
 
 
 
 
 
★ ライオンズの誓い    L 梶谷信廣 
 
 
 
 
★ 会長挨拶  L 浅川靖弘 
桜も散りかけ、気候も段々温かくなってきましたが 
コロナの感染者の数がまたまた増えてきました。実は今日の例会も開くかどうか・・非常

に悩みました。 

第１３６３回例会 
日時 令和３年４月６日（火） １２時１５分～１３時３０分 
場所 都シティ大阪天王寺 ５階 
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司会の L武輪にも相談、マスク着用を守り、食事の時も会話をひかえて、ご協力をして頂け

れば、何とか開催できるのではないか・・と考えました。 
それに、来期の役員の方々の確定する日でもありまし

たので、どうしても開催すべきだとも思いました。 
実は、前回の例会の時に、次期役員の方々全員に、前

に出て来て頂き、ご紹介を致しましたので、今日は 
お名前と役職を披露するだけに致します。 
第 58 期 来期の役員・理事・委員会の編成の例会承

認をお願いします・・・・・・・・・・・・・承認 
4月 20日、4月の第 2例会は開催の予定をしていまし

たが、コロナ蔓延の防止の意味もあり、色々熟慮の結

果、第 2例会は中止いたします。 

 
 
 
★ 今月の誕生日のお祝い   L 長生忠之 

L豊田太平・・・欠席 

LL岡本・・・・ 欠席 
 
 

 

LL藪内、LL 武輪、LL森山 

 
 
 
 

 
★ 幹事報告  L家根本正志 

まず、3月の主な行事の報告から、 

2 日に第 1例会、5日にタンポポ作業所と合同の清掃奉仕、9日に理事会を開きました。 

15 日に地区ガバナー諮問委員会があり、23 日に第 2例会を開催、26日に献血奉仕を 

行いました。 

26 日の献血奉仕の記念品と、4 月以後の行事については、理事会承認を頂いていますが、

例会承認を頂かねばならない件がありますので、会長から皆さんにお諮り願います。 

● 献血の記念品「無印良品ホワイトチョコがけいちご」44.950 円・・・・・例会承認 
● 春家族例会を 5月 8日に変更の件・・・・・・・・・・・・・・・・・例会承認 

● 4月 20日の 4月第 2例会の中止の件・・・・・・・・・・・・・・・・例会承認 
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★ 献血奉仕と家族例会のお知らせ 
 ●献血奉仕 
  先日の献血奉仕は受付数が 165 人という成績で、        L 廣瀬裕平 

皆さん本当にありがとうございました。 

4月で阿倍野献血ルームの所長さんが梅田に転勤になり 

ました。やはり、阿倍野より梅田の方が格が上で、 

出世されたわけで、帝陵さんのおかげです・・と非常に 

感謝されておられ、帝陵さん梅田迄ついて来てください 

・・・という事まで言われました。 

● 家族例会  
5 月 8日(土)に奈良で家族例会を開催いたします。 コロナが心配ですが、奈良 

ホテルに現地集合、マイカーで行かれる方は、問題ないと思いますが、電車の場合、 

朝の 9時台はわりと空いていますので心配ないと考えています。奈良ホテルも、気を 

使い 7人のテーブルを 5人掛けにして、「密」にならないように配慮してくれています。

できれば 4人ぐらいで、アクリル板を置いてもらえたらなあ・・と思っています。 

講師の先生は大変面白い方で、皆さんのご参考にして頂ければ・・と願っています。 
 

★ 食事       この弁当に   茶わん蒸し、みそ汁、炊き込みご飯 
 
 
 
 
 
 
 
★ TT の活躍      
 

 L 松尾雅泰 L 梶谷信廣 
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★ 出席率の発表 L 中村哲也    ★ ファイン&ドネーションの発表 L鎌田友晴 

 
★ ライオンズ・ローア    L 中村哲也 
 
 
 
 
 
 
 
 

例会ドネーション  

令和 3 年 4月 6日  於：都シティ大阪天王寺 

1 Ｌ．藤田 健次  

2 Ｌ．臼井 敏雄  

3 Ｌ．藪内 優典 今日からジャイアンツ戦、3連勝して下さい。 

4 Ｌ．鎌田 友晴 大阪、コロナ多いですね。気を付けて下さいませ。 

5 Ｌ．浅川 靖弘 まん延防止中の例会になりました。今日は特にマスク着用、食事中の 

会話をお控え下さい。次回例会は中止となります。 

6 Ｌ．杉野 林一 常緑樹の新旧葉っぱの交代期です。落葉がすごい。樟(クスノキ)の落葉

との激闘の毎日です。 

7 Ｌ．梶谷 信廣 桜の開花と共に役所、会社、各種学校の新年度が始まりました。 

8 Ｌ．畑谷 明彦  

9 Ｌ．平井 百次  

10 Ｌ．東  博史 今期もあと 3ヶ月、マスク例会で楽しみましょう。 

11 Ｌ．小林 繁昭  

12 Ｌ．武輪 興治 なんという世の中になったんやろう～ 人類はいつになったらコロナに 

打ち勝つんやろね～ 

13 Ｌ．岡本 棟夫  

14 Ｌ．中田 勝利 花が綺麗な季節となりました。常盤幼稚園の八重桜満開です。見てみて

下さい！ 

15 Ｌ．中村 哲也 池江璃花子ちゃんのニュース、感動しました。 

16 Ｌ．廣瀬 裕平 高齢者大学、新学期始まりました。頑張ります。 

17 Ｌ．松尾 雅泰 まん防って何が違うんですか？ 
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18 Ｌ．平松  明  

19 Ｌ．森山 哲郎 桜の花もそろそろ散り始めています。きれいな時間は短いですねー 

20 Ｌ．家根本正志 昨日より再規制、50分で夕食、20時までの営業、くれぐれも気を付けて、

乗り切りましょう。 

21 Ｌ．長生 忠之 最近かなり親しい友人までもコロナ検査で陽性となりました。すぐそこ

までコロナが迫っています。どうか今迄以上に皆様方気を付けて下さい。 

22 Ｌ. 斉藤 満弘 春近し、健康一番。 

23 Ｌ．石橋 源三  

24 Ｌ．藤原 成樹  

25 Ｌ．豊田 太平  

26   Ｌ. 塚田 恭嗣 今週金曜日はライオンズの新人研修ときいています。行ってきます‼ 

27 Ｌ．中山  大  

28 Ｌ．萬代 政勝  

 合 計  73,000 円 

 

出席者数 メークアップ 修正出席率 
17名 1名 75.0％ 

 

 

 

 

 
第 57 期 第 682 回理事会議事録 

日時 ： 2021 年 4 月 13 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分 
場所 ： 事務局 
理事 ： Ｌ臼井敏雄  Ｌ浅川靖弘   Ｌ廣瀬裕平  Ｌ松尾雅泰  Ｌ森山哲郎  

 Ｌ家根本正志  Ｌ長生忠之  Ｌ斉藤満弘  Ｌ藤原成樹   
（オブザーバー：Ｌ東 博史  Ｌ梶谷信廣  Ｌ塚田恭嗣）   

会員数（2／1 現在） 38 名内 正会員 28 名（ 終身会員 1 名 名誉会員 1 名 不在会員 2 名） 
家族会員 10 名 

司会 幹事：家根本正志 
・出席者数の確認 
・開会の挨拶                          会長：浅川 靖弘 
議案 
1. 3 月度の会計報告 

                                     承認 
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2. 丸三タカギ献血奉仕 

4月 14日（水）10：00～12：00 

御礼：10,000 円＋お菓子 9,720 円 

承認 

3. 4月献血奉仕について 

日程：4月 23 日（金）10時～16時 

献血記念品：嵜本のラスク 44,820 円 

骨髄バンク記念品：粉のオニオンスープ 50個 12,900 円 

承認 

4. 春の家族例会について 

５月８日（土）奈良散策 

臨時会費 一人 3,000 円 ＬＢ(小学生以下)2,000 円  

L. 18 名  LL. 14 名  LB．1名  LB．3名 

観光ガイドの会費(拝観料、ガイド料)1,000 円 

 承認 

5. 国際大会登録料の件 

クラブより拠出                           承認 

6. 薬物乱用防止教育認定講師養成講座について 

５月１２日（水）13：00～17：00 ホテル日航大阪 

L 浅川 L 東 L小林 L 武輪 L 中田 L 廣瀬 L森山  

受講料：認定証 一人 6,000 円 

承認 

7. L臼井 会員変更の件 

来期より優待会員                          承認 

8. その他 

・年次大会は全員登録  ・梅田で献血奉仕 
 
 
 
 
 

第 57 期 第 683 回理事会議事録 
日時 ： 2021 年 5 月 11 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分 
場所 ： 阿倍野産業会館 3 階 
理事 ： Ｌ臼井敏雄  Ｌ浅川靖弘   Ｌ中村哲也  Ｌ廣瀬裕平  Ｌ松尾雅泰   

Ｌ家根本正志  Ｌ長生忠之  Ｌ斉藤満弘  Ｌ藤原成樹   
（オブザーバー：Ｌ東 博史  Ｌ梶谷信廣）   
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会員数（5／1 現在） 39 名内 正会員 28 名（終身会員 1 名 名誉会員 1 名 不在会員 2 名） 
家族会員 11 名 

司会 幹事：家根本正志 
・出席者数の確認 
・開会の挨拶                          会長：浅川 靖弘 
 
議案 
1. 4月度の会計報告 

                                           承認 

 

2. 春の家族例会延期について 

今期は中止 

講師への寸志 10,000 円拠出                       承認 

 

3. 5 月献血奉仕について 

献血奉仕・骨髄バンク日程：5 月 28日（金）10時～16時 

献血記念品：お粥のレトルト 44,820 円 

骨髄バンク記念品：5,000 円                承認 

 

 

4. 国際平和ポスター記念品代 

配布記念品 180 円×770個＋ロゴ押し代 7円×770本＝158,389 円 

÷４クラブ＝39,597 円                           承認 

 

 

5. 第 67回複合地区年次大会 

   5 月 30日（日）中止                           報告 

 

6. LCIFの寄付について 

個別に話をする                             報告 

 

7. その他 

・5 月第二例会  18日（火）14時～阿倍野産業会館 3 階にて開催      報告 

・家族会員  ＬＬ東入会                              承認 

・次世代リーダー育成セミナー受講者推薦 Ｌ塚田             報告 

・来期の準備                              報告  

・6月 25 日（金）あべの献血ルーム 献血奉仕予定              報告 
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アクティビティ 

★ たんぽぽ合同清掃 
  3 月 19日 たんぽぽ作業所の皆さんと、帝陵・さくらライオンズクラブ合同の清掃 
アクティビィティを行いました。 
12 時 45 分に桃が池公園の北側に集合、浅川会長の説明の後、阪神高速松原線の高架下をタ

ンポポ作業所事務所まで清掃していきました。 
先頭に「美しいあなたにキレイな街を」というプラカード。通行人の邪魔にならないよう 
気を付け、自動車にも注意しなければなりません。 
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清掃作業を始めたのは 1 時、途中 箒でごみを掃き、雑草を取り、それをビニールの袋へ。 

大きな粗大ごみを取り除き、作業後は見違えるように奇麗になりました。タンポポの作業員

たちも、人のために働けるという意識の下、生き生き

とした表情で作業に精をだしてくれました。収集した

ごみは、浅川会長のトラックに積み込み搬出。 

１時間たっぷりかけてタンポポ作業所事務所に到着、

「ご苦労さん」の意味を込めた記念品を作業所の皆さ

んにプレゼントしました。市民奉仕委員の L 森山の

「お陰様で皆さんのご努力で、見違えるほど奇麗にな

りました。有難う」という挨拶も笑顔で聞いてくれま

した。 
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アクティビティ 
★ 献血奉仕 

丸三タカギ ４月１４日（水） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廣瀬塾 
 

裏庭にそら豆の花が咲いています。 

苦土石灰と肥料も十分やって今度はいい土づくりをしたと思っていた畑に、田舎へ行って、

これはとにらんだそら豆の苗を 20株程買って植え付けました。去年の 12 月です。今、以外

と奇麗な花が満開です。蜂がぶんぶんと来て、花粉を運んでくれています。ぼんやりと眺め

ていたらまた蝶々がやって来ました。すると、どこからともなくまた別の蝶々がやってきて

暫くもつれ合って飛んでいたかと思うと、すぐ合意が出来て、手ごろな葉に停まって合体し

ました。なかなか蝶々って頑張るんですねぇ。5分位経過したところで焼きもちを焼いたの

か大きな蜂が近くを威嚇飛行しましたが蝶々はそのままの体制で蜂をやり過ごし少し離れ

た葉に移動し、そのまま頑張ります。と、ここまで書いて小一時間経って出かけるついでに、

また様子を見に行ったらそのままでした。どこまで頑張るか知っている人がいたら教えてく

ださい。とにかく蝶々ってすごいなあ、負けそう、負けてる。結論、俺って暇なんやなあ。 

 

ところで、話は変わりますが、私の趣味の端くれにクラシック音楽が有ります。 

家内は同伴してホールへ通ううちにすっかり辻井伸之のファンになったようです。先達て、

大阪で席が取れなくて、和歌山まで追っかけてピアノソロを聴きに行きました。 
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その際、ＣＤを買いましたが、ＢＳのドラマ「神様のカルテ」のエンディングが辻井伸之の

作曲と知りました。後日、そのドラマを見てついでに「神様のカルテ」の本を買って読んだ

ら、その中で作者 夏川草介が、Ｅ・フランクの「夜と霧」に大いに感銘をうけていること

が分かりました。またまたこのついで

にその本を買って読みました。 

第二次世界大戦、ドイツの捕虜収容所

での体験談でノンフィクションに近

い小説ですが、この収容所では生きる

為にどう工夫するか、どう働きかける

か、というのがごく普通の考えでした

が、作者は最後に生きているという事

が何をさせようとしているかと考え

て、環境に働きかける様に考え方が逆

転しました。発想の展開、大きな飛躍

でした。 

相変わらず下手な説明ですみません。

皆さんも下手くそなゴルフ１回飛ば

して、是非一読してください。蝶々と

人間の違いを考えてみてください。 

 
 

 
 
 
 

阿倍野雑学その４４ 

天下茶屋考 

天下茶屋界隈は古代「天神の森」と呼ばれる鬱蒼とした森が広がるひなびた土地で、そこ

には泉の如く水がわく場所があり、湧き水の良さに着目した武野紹
たけのじょう

鴎
おう

は森を切り開き道を付

けました。武野紹鴎は千利休の師にあたる人で、この地は「紹鴎の森」とも呼ばれまし

た。 

更に楠木正行の子孫にあたる芽木小兵衛がこの森の西側に茶屋を出しました。 

豊臣秀吉の時代です。関白秀吉が住吉大社に参拝した帰り道、この茶店に立ち寄り、お供

の千利休にこの茶店の清泉を汲んで茶を点てさせました。素晴らしい味に感激、この泉に

「恵の水」の銘をつけ、芽木家に玄米年 30俵の朱印を与えたと言われています。そんなと

ころから関白殿下の「殿下茶屋」から天下人の「天下茶屋」という地名が生まれてきたわ
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けです。戦争の空襲で焼けてしまいましたが、中二階の印象的な芽木屋敷が 5,000平方メ

ートルにも及ぶ土地にあったと言われています。紀州候をはじめ諸大名も泊ったという御

殿です。現在は「天神の森」の天満宮入り口の西 50 メートルほどの場所に楠木の大木と復

元された土蔵と石像だけが残っています。  紀州街道に面している天満宮正面入り口。

その西 50 メートルほどのところに天下茶屋跡として大樹と土蔵そして石像があります。 

 

 

 

    

 

天下茶屋跡地から北 250 メートル程の所に天下茶屋公園があり、元々これらの土地は芽木

家所有地したが、戦後手放され、公園部分は大阪市に寄付されたものです。説明板には

「天下茶屋の由来」として【太閤ゆかりの《恵水》と名付けられた井戸や茶室が残ってい

た】と記されています。でも、太閤のお茶には《恵水》の井戸水よりも、天下茶屋の天然

の湧き水を使用した・・とも考

えられます。天下茶屋には、信

じられないですが、現在も水が

泉の如く湧く場所があります。 

そこは上町断層の割れ目の場所

で、西成区天下茶屋東２丁目、

丁度 大谷高等学校の裏側にな

り、国有地で大阪市が、フェン

スを張り、中に入られないよう

にしています。 テニスコート

2面ぐらいがスッポリと入るぐ

らいのスペースに葦が一面に茂

り、写真を撮影した時は 2月のため、全面枯れ姿、湧き水のため湿地帯となり、夏になれ

ば葦が茂り、秋にはガマの穂も見られるのではないでしょうか・・。  

天満宮正面入り口 天下茶屋跡として土蔵と説明板と大樹があります 
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ところで、天下茶屋という地名が有名になったのは太閤殿下の茶屋だけでは江戸地方ま

で広がりません。もう一つ 大きなインパクト、それには天下茶屋の仇討事件があったか

らです。 

宇喜多秀家の家老に林玄蕃という人がいました。慶長 5年(1600)、家中の当麻三郎右衛

門と口論となり、その夜、城中からの帰途、三郎右衛門により闇討ちにあってしまいまし

た。 三郎右衛門はその足で逐電、林家はとり潰しとなったため玄蕃の息子、重次郎と源

三郎の兄弟は三郎右衛門の後を追い仇討の旅に出ます。やがて二人は目指す相手が、伊藤

将監という変名で大野治長の家来になっていることを突き止め、仇討の名乗りを上げたが

兄の重次郎はおり悪く重病にかかっており、福島天神の森で返り討ちとなります。残され

た弟、源三郎は涙を呑んでここを去り、幾多の苦労の末、慶長 14年(1609)、天下茶屋で晴

れて父と兄の仇を討った・・という話です・・・・・。後年、この話が歌舞伎になった

時、色々脚色がおこなわれました。 三郎右衛門が玄蕃を殺した時、家宝の色紙を奪い、

玄蕃には重次郎と源三郎の兄弟以外に染の井、葉未の姉妹が

あり、染の井はこの色紙を買い戻すため、京の祇園に身を沈

める。この 4人が辛苦の末、仇の所在を確かめる・・・この

他、色々な脚色が加えられて芝居として上演されると、思わ

ぬヒットとなりロングラン、特に兄の重次郎が返り討ちとな

る場面は満場の子女の紅涙を絞ったそうです。こうして、歌

舞伎だけではなく浄瑠璃、講談などで、仇討ちの場所となっ

た天下茶屋の名が広く全国に知られるようになったわけで

す。天神の森の天満宮には、供養塔がありその前に説明書き

があり、それをご覧ください。 
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明治の始め 10 年間の裏の日本の歴史         杉野林一記 

私がサラリーマン時代 鹿児島出張があり、飛行機で鹿児島空港に、そこから鹿児島の 
市内までタクシーに乗ったことがありました。 途中窓から見えるお墓は何ヶ所か通り過ぎ

ましたが、どの墓にも花が供えられていす。 お彼岸でもない、お盆でもないのに・・と思

いながら、市内に到着。後で調べました。切り花の消費は日本で鹿児島県が 1位。この続き

は後で・・・。 

 世界の 4大宗教は、キリスト教、イスラム教、仏教、そしてユダヤ教です。その中で仏教

は、他の宗教にはない、大きな特徴があります。それは、包容力があり、他の宗教に寛大な

ことです。 

我々は仏教を信じる、信じないないは関係なしに、仏教文化にどっぷり浸かり成長したため、 

今、中近東で起こっている出来事のその根源は宗教の対立のためで、日本人にはなかなか理

解できません。 

日本に仏教が入って来た時、日本固有の神様から,バッシングを受けましたが、平安時代か

ら神仏混淆が始まり、人々の幸せを願いお釈迦様が天
あ ま

照
てらす

尊
みこと

など日本の神様の姿を借りて人々

を救う・・という信仰が広まりました。そして、お寺の境内に神社が、神社の中に神宮寺が

創られるようになります。 我々が正月の例会をする吉祥殿や、その上の駐車場の場所に、

住吉大社とほぼ同じ規模の神宮寺が存在していました。奈良の興福寺を守る春日大社、等々

がそうです。 

ところが、お寺の僧侶は神社の神官より地位は上位、江戸時代には、経済的にも僧侶の方が

収入が上、その上、江戸時代の後期になりますと、どうしても一部の僧侶の生活が安逸にな

がれ、世間の批判の的になり、天理教が生まれてくる素地も出来、同時に神道復活の機運も

出てきます。 

慶応 4年 3 月、「神仏判然令」という法令がだされ、千年以上続いた神仏混淆を仏様と神様

を分離しようと意図しました。これが元で、長年続いた神官の鬱憤を晴らそうと、また、大

衆の僧侶に対する反発もあり、想定外の廃仏毀釈の大波が起こりました。興福寺の僧侶 130

人がそろって春日大社の神官になり、内山永久寺という薬師寺と同じぐらいの大寺の僧侶も、

石上神社に逃げ込みました。明治 4年 3月には「寺領上知令」という法令が出され、お寺の

境内以外の土地が没収されてしまいます。丁度ほとんど同じ頃、廃藩置

県が行われ、奈良の第 1代目の県令知事 四条隆平(しじょう・たかと

し)という 30 歳のお公家さんが赴任してきました。張り切りボーイの

知事さんは政府の進取の意向を斟酌、まず若草山を牧場に、鹿は神の使

いだという住民の考えを迷信だと言い、鹿狩りを行い、鹿肉のすき焼き

を住民の前で行い、無用の長物だと言って、興福寺の塀を潰し、境内の

中に道をつくり、30 程あった興福寺の仏閣を潰しにかかりました。こ

の時、五重塔も 25円で売り出されます。色々説がありますが、今の値

段で 250 万円から 500 万円という売値だったと言われています。    興福寺五重塔 

「買った❕」という人が現れます。その人の目的は、五重塔の屋根の上にある相輪(九輪)や
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水煙、宝珠など銅の部分を安く回収するためで、五重塔に火をつけ燃やしてしまおうとした

のです。周囲の民家は板屋根や、かやぶき屋根の家ばかり、類焼を恐れ、住民たちが猛反対

したため、今に残り、国宝にそして世界遺産になったわけ。 

境内にあった一条院、大乗院も廃止、一条院跡には現在、奈良地方裁判所。大乗院跡には奈

良ホテルが建ち、境内の一部は奈良公園にもなっています。 

奈良から天理に向かう道筋に「元 内山永久寺跡」という石の道標が建っています。 

日本の最古級の神社の一つの石上神宮の神宮寺だった永久寺は、法隆寺に次ぐ寺格を持って

いて、薬師寺をしのぐ大きなお寺で、西の日光とも言われる立派な寺院でしたが、廃仏毀釈

が行われるや否や、僧侶は石上神宮の神官になり、寺院の建物は薪となりました。ただ一つ

だけ石上神宮に移築され国宝となった建物があります。摂社出雲建雄神社拝殿です。ほかに

国宝級の仏像、仏具が沢山国外に流出、ボストン美術館が沢山買い取り保存しています。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

我々が毎年参拝している住吉大社にも、ほぼ神社と同じ規模の大き

な神宮寺があり、立派な西塔と東塔という二つの大塔を持ち丁度、

神社の北側に隣接していました。今の駐車場や吉祥殿の場所で、丁

度正面入り口は、住吉大社の第 1本宮と第 2本宮の間あたりにあり、

神宮寺の西塔と東塔は豊臣秀頼が建築したものです。   明治 6

年廃寺となったため、四国八十八霊場の第 10番札所の切幡寺の住職 

天祐上人が西塔を買受け、10年がかりで解体・移築しました。切幡

寺は山の中腹にあり、大変な苦労があったと想像できます。切幡寺

本殿の更にその上にこの大塔があり、国の重要文化財に指定されて

います。なかなか立派な建物ですが、よくこんな高い所まで運んだ

もんだ・・・と思います。勿論、国宝が一杯、世界遺産のあの法隆

寺も例外ではありません。   

「寺領上知令」は寺の持っている領地を没収する法令です。         

『うち山の とざましらずの 花ざかり』 宗房 

 内山永久寺に参拝してみるとすごく奇麗な桜が満開      

とざま(よその土地の人)  松尾芭蕉がまだ伊賀

上野に住んで《宗房》と号した頃の作品  

 

 内山永久寺から移築した摂社出雲建雄神社拝殿 

 

切幡寺の大塔 
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法隆寺の収入は途絶えてしまいました。そうすると我々庶民と一緒です。タケノコ生活です。

興福寺や永久寺のように逃げていく場所もありません。大勢の僧侶は一部屋で暮らす耐乏生

活の苦境が続きます。 大きな寺だけに、知らぬ間に寺宝が外部に流出してしまいます。 

その時、官主の千早定朝という人が考えに考え、決断しました。このままでは大切な寺宝は

どんどん流出してしまう・・・。この寺は、聖徳太子の寺である。聖徳太子は天皇家ゆかり

の方である。伝来の宝物を守るために皇室に献納し、皇室で守って頂こう・・・熟慮の末の

大決断。こうして、明治 9年寺宝の献納を宮内省に申し出て、認可されると 332点の宝物が

一括して東京に運ばれました。では、これらは現在どのようになっているか？・・上野に 

ある国立博物館の「法隆寺宝物館」で収納、展示されています。  

私が初めて上野の国立博物館に行ったとき、なぜこんな所に法隆寺館があるのか不思議に思

っていました。やはり、千早定朝さんが、熟慮の末 流出を防いでくれた国宝群だったので

すネ・・・。道理で処分しやすい小ぶりの仏像・仏具が多いです。 

明治政府は法隆寺に対し、見返りとして、想定外の 1万円の下賜金を贈り、このお金の 2

千円は、法隆寺の修理代、残りの 8千円を預金にして、その利息で僧侶たちの生活や活動費

に当て、寺の管理や僧侶の生活が出来るようになりました。 

では、東大寺はどうでしょう・・・同じように苦難の連続です。但し、苦労の種類が違い

ました。考えてみてください。仏教弾圧はもともと「神仏判然令」という法令が元です。東

大寺には神道が混じっていない純粋の仏教で、大衆の怒りの矛先は頭の上を通り過ぎたので

すが、明治４年に出された「寺領上知令」のため、収入の道が閉ざされてしまいました。困

ったことに大仏殿は巨大なため構造上無理があり、文化 3 年、70年ほど前に下層の屋根 

明治初年の東大寺              現在の東大寺 

が下がり,支柱で支える臨時工事をしていましたが、このままだと大変なことになり、修理

が必要。ところがお金がない。勧進職が禁止されていて、お金を集めることもできない。 

頼みに頼み、明治 10 年にやっと、お金を集める勧進が許され全国を行脚、喫緊の修理が出

来ると思った明治 27 年、日清戦争が起こり、物価が４倍に。また一から、一生懸命にお金

を集め、工事が出来ると思った明治 37 年、日露戦争で駄目になり、明治の大修理、落慶法

要が出来たのは大正 4年でした。 明治の工事の後、昭和の大修理は昭和 48年から始まり

ました。工事担当は清水建設、実は工事の総監督は伊藤さんとおっしゃる方で、私の山の友 
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達でした。その伊藤さんが教えてくれました。大仏殿の屋根瓦は全部、焼き直した新しい瓦

を使ったそうですが、大きな屋根だけに、軒先の瓦には、雨による水圧がすごくかかるそう

です。そのため、新しく作った瓦では、その水圧に耐えられるかどうか分からないので、実

績のある、昔の瓦をそのまま使用したのだそうです。 

慶応 4年 1月、鳥羽・伏見の戦いが起こりました。徳川幕府軍と新政府軍(薩長軍)との

戦いです。 この時、新政府軍、即ち朝廷派についたのは浄土真宗の西本願寺。対して、東

本願寺はその設立が徳川家康との関係が強く、徳川家との絆を重視した薩長軍は「東本願寺

焼き討ち計画」を提唱しました。これに対し、東本願寺は「全く反意がない」という誓書を

朝廷に提出しました。 

この時の国際情勢は、イギリスが中国に進出、アメリカもアジア進出を、ロシアも「東方を 

征服せよ」という意味の地名ウラジオストックまで出て、アジアを狙っています。 

まさに、「北海道はボンヤリしているとロシアの領土に❕」そんな思いを新政府は痛切に感じ

ているでは・・・東本願寺の現如上人はそのように推察、自ら手をあげ北海道の道路開削に

行くことにしました。  明治 3 年 2 月、18 歳の現如を先頭に 178 人のお坊さん達が比叡

おろしの吹く京都を出発、途中 仙台伊達藩の旧士族の移住希望者などを加え、 

函館に 7月 7日に到着、鬱蒼とした

大森林を相手に大工事に立ち向か

いました。毒虫や狼、熊にも出会っ

たことでしょう。樹陰に露をしの

ぎ、石を枕に、雪をしとねに、苦労

を重ね、架けた橋の数は 113ヶ所、 

当時としては最良の道路を完成さ

せました。今の国道 320号線の前身

です。                           中山峠の現如上人像                     

 廃仏毀釈なかりせば、国宝の数は優に現在の 4 倍はあると言われていますが、京都の醍醐

寺の例から推測すれば、もっと大きな数値も考えられます。醍醐寺の座主が暮らす三宝院は

修験道 つまり山伏達の本山です。本山の危機に際し「これは一大事」とばかりに日本中の

山伏たちの援助も加わり、座主をはじめとして、多くの僧の努力もあり、1つの寺宝も外に

漏らすことなく守り抜いたのです。その数や国宝 75,522点、重要文化財 425点、その他未

指定を含めると仏像、絵画をはじめとして伝承文化財は約 15 万点におよぶと寺が云ってい

ます。 毎年醍醐寺の霊宝館で、その一部が展示替えをしながら公開されています。 

 廃仏毀釈の徹底度は、地域により大きな差がありました。伊勢の国では、伊勢神宮のお膝

元という事もあり激しく、かつて神宮との関係が深かった慶光院など 100ヶ所以上が廃寺に

なり、特に神宮の在る宇治山田では、明治元年 11 月から翌年 3 月までのわずか 4ヶ月の間

で、196の寺が廃寺となりました。 廃仏毀釈が最も徹底されたのは薩摩藩です。                     

藩内の 1616寺すべてが消え、僧侶 2964人が失業、これらの人達が西南戦争の機動力になっ

たのでは・・・。つぶれた寺院の鐘や仏像、什器の金属で、天保通宝を密造、その金で大砲

などを造り、軍備の拡充を図りました。 
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冒頭で書きました鹿児島のサラリーマン時の出張、2度目に行った

時タクシーの運転手さんから聞きました。鹿児島にはお寺が非常に少

なく、そのほとんどが、鉄筋コンクリート造りだと、そして 廃仏毀

釈の後、一番早く布教に来たのは、浄土真宗のお坊さんだったそうで

す・・・。 鹿児島の隣の宮崎県もお寺が少なく、お墓に献花は、や

はり寺院の少ない裏返しで、仏教が生きていることを感じ取ることが

できました。ちなみに、鹿児島県、宮崎県には国宝や重要文化財は一

つもない・・・とも聞きました。 

鹿児島県は、まだ仏教が息づいていますが、現在も消えたままの所もあります。 美濃国

(岐阜県)の苗木藩(東白川村)では、徹底した廃仏毀釈のため、寺院は勿論、仏教の要素を含

むものは全て焼却、現在でも東白川村では仏教徒は存在せず、葬式は神葬祭で実施されてい

るそうです。 

京都でも後先考えず、廃仏毀釈に取り組んだ槇村正直という人物が知事になりました。長州

藩士で木戸孝允に重用された人物です。彼は、神仏習合の祇園社感神院を八坂神社に変えて、 

祀っている薬師如来を撤去。北野天満宮を北野神社に変え、五山の送り火も地蔵盆も盆踊り

も禁止しました。 

 では、千年以上も続いた仏教の僧侶たちは、抵抗しなかったのか・・・真っ先に、廃仏毀

釈を食い止めるエンジンに火を噴かせたのは、浄土真宗の人々でした。2ヶ所で一揆をおこ

していますが、西本願寺の島地黙雷という僧侶の活躍が際立っています。彼は強く「政教分

離」と「信教の自由」を主張し、ついに譲りませんでした。 

 実は政府も、貴重な仏像や仏具、寺院所有の絵画等々が散逸、海外にも多量に流出してい

るのに当惑している時に、島地黙雷の抵抗と建議により、明治 9年にはこの騒動も収束した

と言えます。 

 廃仏毀釈について、ほとんどの人達がご存知ないのは、3つの理由があると思います。 

1つは期間が明治元年から 9年までの短い期間だったこと。 

2つ目は明治政府の汚点だったので、学校教育で積極的に教えなかったこと。 

3つ目は、仏教本来の包容力の大きさで、自らの被害を大きな声で PRしなかった。・・・ 

以上の理由だと思います。 

 

 
 
 
 
 
 

薩摩藩はお寺の梵鐘などを鋳潰し、天保通宝を偽造、戦費にする 
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        会員募集のご案内 

大阪帝陵ライオンズクラブではともに活動を 

していただける会員を募集しています。 

 

編集・発行 大阪帝陵ライオンズクラブ ＰＲ委員会 

 

発行責任者 会長：浅川 靖弘 幹事：家根本 正志  

ＰＲ委員長  藤原 成樹 

委   員 杉野 林一  廣瀬 裕平 

〒545-0005 大阪市阿倍野区三明町 2 丁目 10 番 32 号阿倍野産業会館 2 階 

事  務  局 電話 06-6628-5521     ＦＡＸ：06-6628-5522 

Ｅメールアドレス   info@osakateiryo-lc.com 



37 
 

 


