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ロータリー親睦活動月間

会長挨拶
会長

金森 市造

今年度もいよいよ最終月となりました。

2021年6月3日

昨冬よりのコロナ禍により、年度始まり

ー

月の昨年7月からの例会運営は、
まさ
に薄氷を踏むが如く日々のコロナ感染
状況を確認しながらの運営となりまし

次週の週報は、会員卓話の予定
がないので発行致しません。次
回は6月17日（木）に発行いたし
ます。
6月10日
（木）例会欠席の時は、8
日14時まで事務局に連絡下さい。

た。それでも何とか毎週定例の例会が
開催出来て安堵していましたが昨年
12月に入りコロナ感染拡大により、楽
しみしておりました満村親睦小委員長
以下親睦委員の肝いりによる
「クリスマス家族会」
も開催準備万端の
中、急遽中止という選択をしなければならなくなる上、定例例会も年
末年始を挟んで休会という事態になりました。
しかしながら、1月に入
り会員各位の
「何とか、例会をひらけないか！」
との声に応えるために、
太閤園とも相談の結果「スクール形式」による座席配置を提案して再
開することができ安堵しておりました。
ところが、4月に入り感染拡大が予断を許さない数値となり、4月半ば
より緊急事態宣言が発出されることを予測し、再度休会とすることに
なりました。
ここに至って4月に例会再開の目安として提案させて頂き
ました直近1週間の感染者数値500人以下をクリアしてきそうですの
で来週6月10日に約2ヶ月ぶりに例会場にて、お会いできそうですの
で万障繰り合わせてご出席頂きたく存じます。

幹事報告

幹事 村上 俊二

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
本日の例会も休会となっております。
それではこれからの行事予定を申し上げます。
■6月3日
（木）、今日の例会はコロナウイルス感染防
止のため臨時休会となります。
この日の紙上卓話は佐賀野会員であります。佐賀
野会員ご準備よろしくお願いします。
なお、6月3日の年間行事計画では合同クラブ協議
会が予定されておりましたが、
臨時休会でもあり、
ま
た多数で集まることも出来ませんので、書面での合
同協議会といたします。今年度の委員長及び次年
会長の時間の挨拶も、本日を入れて4回となりました。
そこで、改めて
「ロータリーとは！」
ということを問いか
けたい‼と思います。
ロータリーは人道的な奉仕活動を行い、あらゆる職
業において高度の道徳的規準を守ることを奨励し、
かつ世界における親善と平和の確立に寄与すること
を目指した事業および専門職に係る人が世界的に
結び合った団体といわれています。
ということの実感を味わうためにあるのが、毎週1回
決められた時間・場所に開かれる例会です。
したがっ
て、
ロータリーの会員になったら、それを守る心構え

度の委員長の皆様には書面での提出よろしくお願
いいたします。
書面の提出期限は6月5日であります。
■6月10日
（木）
、
この日の例会はオンライン
（ZOOM）
を併用することで開催されます。
この日の卓話は下岡会員となっております。下岡会
員ご準備よろしくお願いします。
尚、例会終了後6月度臨時理事会がサファイヤ
ルームにて開催されます。理事・役員の皆様ご出席
よろしくお願いいたします。
■6月17日
（木）、
この日は移動例会です。移動例会も
オンライン（ZOOM）併用することで開催されます。
新例会場はホテルニューオータニ大阪地下1階ア

が何より自分に課す責務を負わなければなりません。

イリスの間となっています。

私が、36年前に入会した時は、

この日の卓話は杉村会員となっております。杉村会

4回あるホームクラブには必ず2回は出席すること

員ご準備よろしくお願いします。

万一ホームクラブを欠席したら、相前後1週間の間

例会終了後、新年度第1回理事会が開かれます。

にメークアップをして穴埋めすること
と指導を受けました。
これらを履行できないか？もしくは、
半年間にメーキャップを含む出席率が50％に達し
ない場合（出席免除会員などは除く）

■6月24日
（木）、
この日は本年度の最終例会で昼例
会となっております。例会はオンライン（ZOOM）併
用することで開催されます。
会長・幹事退任挨拶があります。例会場は桜苑で
すので皆様のご出席よろしくお願いします。

半年間に所属するクラブの例会に30％出席して
いない場合

6月のお祝い
Congratulations!

以上のいずれかに該当すれば、厳格に
「会員身分の
終結」
という判断が下されると指導を受けました。
（い

ずれの項目も現在は、
ずいぶん甘くなりましたね！）

その洗礼を受けてきたので私は、大阪中之島ロータ
リークラブに入会させて頂いて以来も今日まで皆出
席です。例会に出席できる幸せを感じて、いつも肝に
銘じている3つ（家族・職場・社会の健康）に感謝して
います。

●誕生日
植屋
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●事業所設立記念
村橋 義晃

●結婚記念日

株式会社興国鋳鋼所［昭和12年］

佐賀野 雅行 ［ 9 日］

熊野古道

担当：佐賀野 雅行 会員、講師：佐賀野 恭子 様
し、熊野は身分や性別、障碍有無も関係なく、すべ
ての人を受け入れてきた。現在課題となっている
ジェンダーフリー、いわゆる男女平等だが、1000
年以上も前より熊野では実践されていたというの
だから驚きである。江戸時代に入り、人々は自由に
往来できるようになり、
これが現在の旅行の原型
で、熊野は人気の旅行スポットとなったのである。
2．熊野詣のルート
メインルート中辺路（往復600kmのルート）
1．熊野古道（熊野詣）
の由来
古来より、人々は圧倒的な自然（川、海、滝、岩、巨
木）に対し手を合わす『自然崇拝』を行ってきた。
山と海が隣接し滝や岩が多い紀伊半島は、半島そ
のものが神宿る場所とされ、イザナミが葬られた
場所として日本書紀にも
「一書に曰く」
として記さ
れている。黄泉の国（死後の世界）黄泉にいってか
えってくるから、
よみがえるこれが『よみがえりの聖
地』
といわれる所以である。
天皇は2000年以上もの間、人々のために祈り続
けています。天皇の神宮参拝に対し、上皇は熊野
に参詣。時は平安時代、宇多上皇がはじめて熊野
に詣でたのだが、
なぜ熊野が参詣場所に選ばれた
かというのには、前述の聖地というほかに3つの理
由がある。
①都からの距離
メインルートとなる中辺路は往復600km。簡単
には行けないけれど、黙々と歩けば1か月ほど
で往復できる、
つまり程よい距離であったこと。
②低山である
険しくないとご利益はない、険しすぎると誰もが
行けない。日本霊山の白山は2000mなのに対
し、熊野古道は高いところでも900mである。つ
まり程よい高さであったこと。
③年中参詣できる
紀伊半島が温暖なのは今も昔も変わりない。年
中いつでも行くことが出来る。つまり年中クロー
ズのないゴルフ場のようなものである。
時代が変わり、鎌倉・室町時代には、武士から一般
庶民までが参詣します。神宮は女人禁制なのに対

熊野九十九王子（出典：大阪府ホームページ）

出発は京都、城南宮より船で淀川を下り、窪津王
子（天満橋）から熊野古道は始まります。そこから
紀伊路を南進、中辺路〜本宮〜熊野川〜新宮速
玉大社〜那智大社。
王子＝末社

遥拝所

4．
これから
平成27年（2015）に、両道を巡礼した者には共通
巡礼『達成証明書』を発行する取り組みが始まっ
たことから、欧米豪から熊野古道を訪れる人が一

休憩所（九十九王子）

3．近年の熊野
明治時代の神仏分離令（明治元年）
まで、
日本国は
神仏習合の時代が1000年以上続いてた。神仏習
合の起源は、神の国に仏教が伝来したことにある。
どちらか一方を選択するのではなく、仏様を本地
仏とし神の姿を借りて現れる
（権現）
という考えで、
これは現在人がクリスマスを祝い正月には初詣に
行くことと同様であるとも言える。
しかし明治末期の神社合祀の発令により、熊野信
仰はいっきに衰退してしまう。
時は流れ、平成10年（1998）
スペインのサンティ
アゴ巡礼道と姉妹道提携を行ったことにより、熊野
古道が再び脚光を浴びることとなる。
サンティアゴ
では800mの道のりを歩き続けた先に大聖堂が見
える場所にたどり着いたとき、人々は歓喜を挙げ
喜んだという
『歓喜の丘』がある。一方、熊野は
600kmの道を歩き続けた先に熊野本宮大社が見
える場所にたどり着き、人々はひれ伏して拝んだと
いう
『伏拝王子』がある。
1000年以上も前、国も、神も、宗教も、人種も、文
化も違う、世界地図の東の端と西の端で、同様に
巡礼していたというのだから、驚きである。共通点

気に増加した。
ロンリープラネット
（世界的なオー
ストラリアの旅行ガイドブック）
では2019年世界
のベスト5に選ばれ、2021年読者が選ぶサスティ
ナビリティに配慮した観光地1位となった。
また、
ガイジンポット
（主に欧米圏の外国人読者に
日本の情報を提供しているメディア）
では2020年
外国人が訪れるべき日本の観光地ランキングで、
オリンピックが開催される東京を差し置いて、堂々
の1位となった。
このことから、
コロナ以前では、熊野古道年間来訪
者数400万人で、外国人来訪者の9割が欧米豪で
ある。
SBNR（Spiritual But Not Religious）精神的ではあ
るが宗教的ではない、すなわち無宗教型スピリ
チュアル層のことであり、全米を調査するPRCシン
クタンクによると5人に1人がSBNRで、特に若者中
心に増えており18歳以下が83％を占めている。
コロナ禍で多くの人々は『心の豊かさ』
を追求する
ようになり、
「 断捨離、瞑想、
ヨガ、自然とのふれあ
い、
オーガニック、健康」などが注目を集めている。
それはまさに
『黄泉の国 熊野』
そのものであるとも
いえる。
今、熊野古道は世界の聖地として、持続可能な観

は唯々
『祈り』
であることにほかならない。

光地を目指しています。

サンティアゴ巡礼道は1993年すでに巡礼道とし

中之島ロータリークラブのみなさん！コロナ終息後

ては初となる世界遺産に登録されており、姉妹道
効果もあって平成16年（2004）
には熊野古道は世
界遺産（世界文化遺産）
に登録された。

には、
『黄泉の国 熊野』
でReborn（生まれ変わり）
を体験してみませんか。そして
『心の豊かさ』を手
に入れましょう。
みなさんに限り、わたしの古き良き友人である現
田辺市長の真砂氏が、語り部となって熊野古道を
ご案内します。
熊野は主人とわたしの生まれ故郷でもあります。
わたしの父は17年間区長を努め、地域の発展を
願い、熊野古道の語り部としても尽力しました。わ
たしは父への尊敬の念も込め、
この話を卓話に選
びました。
来期は、佐賀野雅行が親睦委員長を努めますの
で、誰でも歩ける熊野古道ハイキングツアーを企
画したいと思います。楽しみにしてください！

