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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1170回（本年度 第13回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 10/12 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　社会奉仕委員会
　　　　クラブフォーラム
　辻 一夫 社会奉仕委員長

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　米山月間卓話
　嶽下 勇治 米山担当
●インターアクト海外研修報告
　井本 万尋 会員

先週、22日金曜日に辻社会奉仕委員長、辻幹事と大阪水上隣保館を
表敬訪問し、黒川理事長、山崎園長、土井指導員と11月19日に予定
している三世代合同社会奉仕事業について、意見交換してまいりま
した。

水上隣保館は、1931年、大阪市港区に「水上子供の家」として開設さ
れ、養育困難な家庭の子供を対象に救済事業を開始しましたが、終



2017-18年度第1169回（第12回例会）
幹事報告 (9/28)

幹事  辻 義光

■本日、吉田会員の卓話です。吉田会員よろしくお願
いいたします。

戦期の空襲にて施設が全焼し、現在のサントリー山
崎蒸留所に隣接する山麓に児童養護施設として開設
された。

　現在は、多数の施設と併存する「水上隣保館」とし
て、児童相談所から入所を依頼された家庭での養育
が困難な約140名の0歳児から18歳までの子供達を
受入れ、365日24時間、衣食住を提供し、家庭に代わ
り養育している。

計画している三世代合同社会奉仕事業の目的は、
「水上隣保館」の子供達が取組んでいる「エイサー」
を発表する機会の提供と衣装を贈呈し、これらの取
組みによって、子供達の健全な育成の支援をするこ
とであります。

11月19日、日曜日ですが、この三世代合同社会奉仕
事業の目的をご理解頂き、ご参加下さいます様、お
願い致します。

■10月5日（木）、米山月間です。小林米山奨学委員
長に代わって嶽下国際奉仕委員長にお話をして
いただきます。また井本会員から8月のインターア
クトクラブ海外研修旅行についてお話をしていた
だきます。

■10月12日（木）、社会奉仕委員会フォーラムです。
辻一夫委員長よろしくおねがいいたします。

　当日、次年度理事・役員の発表です。

■大阪天満橋ロータリークラブ様から「紳士の料理
教室のご案内」が来ております。

1．日時：2017年10月5日（木）17：30～20：00

2．場所：大阪ガスクッキングスクール
　　　  （ガスビル1F）

3．会費：8,000円

■「米山奨学生レクリエーションのご案内」が来てお
ります。

1．日時：10月15日（日）10：00～17：00

2．場所：宝塚大劇場
米山奨学委員長、カウンセラー、よろしくお願いい
たします。

■10月21日（土）大阪中之島ロータリークラブ創立
25周年記念式典です。

1．登録開始　15：30

2．記念式典　16：00

3．記念講演　16：50

4．祝賀会　　18：00

5．太閤園3階ダイヤモンドホール

本日のメニュー

ライトミール　ちらし寿司　茶碗蒸し　吸物



１．お茶の話、茶の湯の話をしたいと思いました。古
くは岡倉天心の「茶の本」はじめ多士済々の方が、
茶の湯を論じておられます。専門的な話はそれら
の方々におまかせして、今日は私の茶の話をお聞
き下さい。

中之島ロータリー25周年の記念事業として職業
奉仕委員長の早瀬さんが、座禅と茶会を計画さ
れていると伺いました。宋の時代日本は鎌倉です
が、元の侵攻により滅亡した宋から大量の僧や知
識人が亡命してきました。彼等とくに禅僧の僧は、
喫茶の習慣、茶の儀礼、茶の理想等の宗教的喫
茶法を日本に移植しました。

当然座禅と一体のものだったと思われます。この
宗教的喫茶法は室町時代以降今日まで、非宗教
的なものに変わりました。ですから私はこの茶禅
一体が行われる10月22日のイベントを楽しみに
しているのです。

次に今年5月に亡くなられた井戸本さんと茶のこ
とをお話しします。彼はお茶にとても興味を持っ
ておられましたので理由をたずねました。彼の話
によると会計士の交流とかで、ドイツを訪問した
際、日本人である自分が何一つ、日本の伝統文化
を知らなかったことに気づいたそうです。帰国後
お茶の門を叩きましたが、ダナン支援でベトナム
へ行った際骨折したため、正座が出来ない。やむ
なく立礼式のお茶を習っていると言っておられま
した。

立礼式喫茶は裏千家十一代玄々斎家元が考案さ
れ、明治5年京都博覧会で内外に披露されました。
テーブルと椅子で茶を点てます。当然お客様も椅
子に座ります。今まで外国人向けの点前であった

ものが、最近の外国人は正座を好み、日本人が立
礼を好むと聞いています。西欧式の生活をしてき
た私も含めた日本人は正座出来なくなっていま
す。茶道界の重大事です。

井戸本さんとは、昨年11月ハノイの裏千家稽古
場へも行き日・越友好を行ないました。彼は会長
就任後茶道クラブを中之島RCで開く計画を立て
ていましたが、夢の夢となりました。この計画は私
と彼との茶に対する考え方のズレがありました。

即ち古来明治に至るまで、男性中心であった茶道
はいわゆる「する茶、のむ茶」でありました。これが
明治以降、特に昭和の戦後以降「教える茶、習う
茶」一辺倒になってまいりました。これは明治の文
明開化、西欧主義の勃興で衰退の道をたどった
茶を、当時裏千家十三代家元であった円能斎が
女子教育の中心に茶道をすえた。これが今の女
性中心になって、茶道界が隆盛している源です。

私はこの「教える茶、習う茶」と「する、飲む」茶の
両論で走るべきだと考えています。例えば、私が
ちょくちょく利用する「芝苑」では茶道具一式が用
意されています。抹茶と菊屋の和菓子を持参して
茶を点て、酒を飲み、うまい料理を食い、馬鹿な
話も含めて歓談する。これが私の現在の理想です。

そして今日の卓話は故井戸本さんへの私からの
追悼卓話でもあります。

２．次に私と茶との関わり合いを申し上げます。私は
昭和31年に同志社へ入学しました。直後友人に
誘われるまま、何の意志もなく茶道部に入部しま
した。あとで知ったのですが同志社では馬術部が
一番古く二番目に古いクラブは茶道部で昨年80
周年記念を行いました。

裏千家が作ったようなクラブでありますから毎週
土曜日には家元で厳しい稽古をつけて頂きまし
た。卒業後50数年茶道とは一切縁が無い人生を
送ってきましたが中之島RCに加入して、数年の事
でありましたか毎年恒例のRC世界大会がタイの
バンコクであり、そこでRC財団委員長千玄室氏に
お会いしました。これは私にとって僥倖以上の何
ものでもありませんでした。

千玄室宗匠は長年にわたり茶を携へ世界各国と

茶の湯

吉田 了 会員



の交流に努めてこられました。現在どこの国でも、
一部の人達だけとはいえ、茶道が知れわたってい
るのは、千玄室宗匠の功績であります。

私はこの僥倖を機に現在大阪の裏千家道場に
通っています。通ってはいますが座る練習をして
いるのです。30分の正座が出来なくて困っていま
す。特にゴルフの後の正座は冷や汗が出るほど我
慢できない。戸田先生のお世話になりっ放しです。
いよいよとなれば、明治以前のように「あぐら」を
かくことになるでしょう。

３．ごくごく簡単な茶の歴史年表を作りました。別表
の通り私のオリジナルです。

中国では紀元前からお茶を飲んでいました。ただ
そのころの茶はつき固めた団茶で、飲むときに
削って熱湯で煮立てました。唐代のこのような喫
茶法は、遣唐使の往来を通じ奈良時代の日本に
伝わりました。

その後、宋の時代には抹茶、粉茶が主流となりや
がて元の侵攻で宋が滅亡すると、大勢の僧や知
識人が亡命してきて宗教的な喫茶法を日本に移
植しました。当時の武士や貴族にとって中国直輸
入の文化はクールできらびやかなものだったに
違いありません。彼等は美術品である唐物を競っ
て集め室内を飾り、茶を飲むことで自らのステイ
タスを示しました。

鎌倉時代には武家を中心に闘茶がはやりました。

飲み比べて産地を当てるイベントでした。

室町時代になると唐物至上主義、書院風のお茶
がますます盛んになり、足利義政の保護のもと茶
の湯は確立し、一個の独立した非宗教的な営み
となりました。

応仁の乱以降、唐物・書院一辺倒の茶が和物で
ある伊賀焼や備前焼等好みにあったものを取り
合わせ、座敷も人数に合わせる小部屋へ変わっ
ていきました。この流れは、この頃急速に大きな
力を持ち出した町衆達の中心にいた村田珠光や
その次の時代の武野紹鴎そして千利休へ繋がり、
わび茶の完成をみました。

17世紀には茶は東インド会社を通じ西洋にもた
らされ一気に喫茶が広まりました。

当時西洋では茶の値段が高いのでその独占販売
が原因で、イギリスとアメリカの間でボストン茶会
事件が起こりました。そしてアメリカの独立戦争の
原因となったように茶は大きな影響力を持ちまし
た。茶は当時ヨーロッパを支配した唯一の中国発
の文化です。

江戸時代は幕府中心の武家茶、宮廷・公家の茶、
商家の茶等が栄えました。明治以降は前述の通り
です。茶人は裏千家以外の表千家、武者小路、そ
の他流派に立派な方々が居られることは承知し
ていますが、紙面の関係でご紹介出来ません。私
が同志社の裏千家茶道学部出身であることから、
ご寛容頂きたくお願い致します。

周前11世紀～300年

秦

前200年

隋

561～618年

唐

618～907年

宋

960～1270年

元

1271～1368年

縄文時代

飛鳥時代

500～

平安時代

794～12世紀末

鎌倉時代

12世紀末～1333年

孔子 前500～710年

老子 前500年頃 

諸葛孔明 前181～234年

607年 小野妹子遣隋使派遣

630年 遣唐使派遣

663年 玄奘（602～664年）

大般若波羅蜜多経600巻漢訳完成

754年 鑑真入京

縄文土器の茶碗が発掘されている。火焔土器と違って薄くて繊細である。

火焔土器はいつごろから？

陸羽（733～804年）が団茶の飲み方、作法、茶道具等をまとめた貴重な文献を出した。

729年聖武天皇が奈良の宮殿で100人の僧侶にお茶をあたえた。団茶と思われる。

804年入唐した最澄（767～822年）は帰国後805年比叡山に茶を植えた。

815年栄忠は嵯峨天皇に団茶を献茶。

1191年栄西（1141～1215年）1168年（入宋）が粉茶を日本にもたらした。種を佐賀県

雲仙寺に蒔いた。

栂ノ尾の明恵上人に贈った。

喫茶、茶の湯の歴史を簡単に

中国 日本 主な出来事 喫茶、茶の湯に関する出来事



【報告事項】

1. 国際奉仕フォーラムにおいて

「国内にいても出来る国際奉仕事業」

形式：パネル式質疑応答→卓話風各国の文化紹介

１）5名だと1人の持ち時間が短いので3名に変更

２）進行役：未定

３）知りたい事をアンケート調査して、シュレスタ委

員長に報告

４）日本人になじみが薄い国の学友会の方は休み

が取りにくいのが現状なので、中国、韓国、台湾

になる可能性もある

５）後日、再度打ち合わせ：日程 未定

日　時：2017年9月27日（木）　18：30～19：30
場　所：ガバナー事務所6階
出席者：嶽下委員長・坂本副委員長・米山奨学生学友会（関西）会長　 以上3名（敬称略）
議事進行：嶽下委員長

2017-18年度国際奉仕委員会打合せ議事録

中国
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
ネパール
フィリピン
スリランカ
スウェーデン
ポーランド
スペイン

98
26
2
2
1
3
1
1
1
1
2

台湾
ベトナム
インド
アメリカ
ミャンマー
ブラジル
イラン
ルーマニア
モンゴル
マレーシア
セルビア

33
10
2
3
3
1
1
1
4
4
1

米山学友会（関西）国別一覧

明

1368～1644年

清1636～1912年

室町、戦国時代

1333～1573年

安土桃山時代

1573～1603年

江戸時代

1603から1867年

明治時代

1868～1912年

3代将軍足利義満（1358～1408年）が

1397年金閣寺建立。

8代将軍足利義政（1436～1490年）が

1483年銀閣寺建立。

応仁の乱（1467～1477年）

1590年 秀吉天下統一

家康江戸幕府を開く

裏千家　11代玄玄斉襲名 1826年

 

 

 

裏千家　13代円能斉襲名 明治22年

裏千家　14代淡々斉襲名 大正13年

裏千家　15代鵬雲斎（1923～）

　　　　ロータリー日本財団理事長

禅宗と共に輸入された宗教的儀式を帯びた喫茶は東山文化の隆盛により初めて非宗教

的なものとなった。

中国直輸入の唐物を飾る書院風の喫茶である。

応仁の乱以降伊賀焼、備前焼等の和もの、座敷も小部屋に変わってきた。

この流れは村田珠光（1423～1502年）、武野紹鴎（1502～1555年）

千利休（1522～1591年）へ繋がりわび茶の完成を見た。

秀吉他の大名達の茶とは別に、堺衆、京衆、博多衆の茶の湯も盛んであった。

1610年東インド会社が西洋に茶を中国から初めて輸入した。

1636年フランス、1650年イギリス、1638年ロシア。

古田織部（1544～1615年）、片桐石州（1605～1673年）、小堀遠州（1579～1647）は幕府

武家の茶道を担い、宮廷や公家方は金森宗和が姫宗和と呼ばれるほど影響を与えた。

織理屈、キレイキッパは遠江、お姫宗和にむさ宗旦と言う狂歌がある。

中国の煎茶文化は17世紀半ば黄檗宗と共に日本へ伝えられた。

文明開化一辺倒の風潮で茶道は壊滅の危機に瀕した。

明治5年玄玄斉考案の立礼式が京都博覧会で披露された。

近代産業の担い手となった明治の新興財界人は旧大名家、没落商家、寺社等から散逸

した美術品、茶道具を収集し鑑賞を兼ねた大寄せの茶会を行った。数寄者の茶の湯。

大寄せの茶会の始まり。

裏千家12代円能斉はこれまで男子のみであった茶道を女子教育の一環として注力した。

14代淡々斎15代鵬雲斎は海外に注力した。女子教育と海外に茶道を広め、今日の茶道

界の隆盛の基礎を築いたのは裏千家である。



ニコニコBOX

村橋：秋の訪れにニコニコ

辻（義）：ニコニコ

嶽下：本日吉田会員の卓話、楽しみにしています。

吉田：ニコニコ

山本：吉田さんの卓話、楽しみにしています。

前田：東京で携帯電話紛失しましたが出てきました。

本日また早退のおわび

村上：やっと秋らしくなりました。ニコニコ

檜皮：吉田会員の本日の卓話、楽しみにしております。

丸山：本日早退させていただきます。吉田さんの卓話

残念です。

戸田：日曜日野球の応援に行ったら、球場の人に

「ロータリーの野球は昨日でしたよ」と言われま

した。スミマセン

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥25,000
累　計 : ￥526,000

28
9

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 9名

出席率 70.96 %
9月7日の修正出席率 96.77 %

●メイクアップ
高島 凱夫   9 月  7 日 大阪天満橋RC
杉村 雅之   9 月  7 日 大阪天満橋RC
村上 俊二   9 月16日 秋の家族会
米倉 由美   9 月16日 秋の家族会

●本日のビジター
 徳島RC 西野 武明 様
 大阪大手前RC 中林 邦友 様

ガバナー杯で2年ぶりの勝利野球

本年度のガバナー杯野球大会の3試合目は、去る10月1
日（日）に箕面のサントリー球場で平野ロータリークラブを
相手に行われ、昨年度全敗の我が中之島は2年ぶりに勝
利しました。

結果は非の打ち所のない5対1の完勝で、6回までは平野
RCを無失点に押さえる素晴らしい試合でした。

残りはあと2試合！

両方とも勝って、今年のガバナー杯は何とか勝ち越したい
と思っておりますので、時間のある方は是非応援団に来て
ください。

野球同好会 監督 安達昌弘

●誕生日
井本 万尋 ［23日］

満村 和宏 ［29日］

●事業所設立記念
高島 凱夫 京橋耳鼻咽喉科［平成  1 年］

杉村 雅之 有限会社テックビルワークス［平成  7 年］

松任 保勇 株式会社バイタル［平成19年］

●結婚記念日
金森 市造 ［  2 日］

嶽下 勇治 ［17日］

満村 和宏 ［19日］

梅原 一樹 ［27日］

Congratulations!10月のお祝い10月のお祝い


