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本日　２月６日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観 　 梅 　 夜 　 間 　 例 　 会

次週　２月13日㈬

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2408回　例会報告／平成31年１月30日　天候　晴　職場例会

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇副会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
今日は寺尾会長がお休み
ですので、代わりを務め
ます。今日の職場例会、
称名寺さんで、きれいな
厳かな本堂に入らせてい

ただいて心が深く洗われた気持ちです。今日
は、早瀬さんの物腰の静かなお話を楽しみに
まいりました。
　先週の例会でのとさでん交通さんの卓話、
そして松本幹事からも、ぜひ電車を利用して
とのお話でしたので、今日は何年振りかに、
高知橋からはりまや橋、ここで乗り換えて升
形まで電車に乗りました。以前、「ですか」

カードを買っていたことを思い出して、使っ
てみました。何か小旅行をしている気分でし
た。明後日、２月１日から高知県は「リョー
マの休日　自然・体験型観光キャンペーン」
が始まります。調べてみると、室戸ジオパー
ク、西は柏島、大月のダイビング、越知には
スノーピークキャンプフィールド等、高知県
は様々な自然体験ができるなと思ったことで
した。
　来週は、観梅夜間例会です。私たちも、こ
れから楽しみたいと思います。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。
・来週は、観梅夜間例会ですが、18時から理

事会を行いますので、よろしくお願いしま
す。
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チビニコ 合　計

１月30日
今期の累計

　東京交響楽団のチェロやバイオリン奏者が、
ここで演奏会をしたことがあります。天井が
ないと、音が上に抜けてとてもいい音がする
そうです。スピーカーも久松さんのご紹介で
宮地電機に工事をしていただきました。本当
は、Boseをつけたいと思い予算を組んでい
ましたが、これで十分ですという宮地電機さ
んのお話で、パナソニックがついています。
でも、いい音がしますので、皆さんにクラシ
ックを聴いていただく機会をつくっています。
　ロータリーとこの本堂との関係。まず一つ
目は久松さんとの関係。私がロータリークラ
ブに入っていたのでご縁ができて、音響関係
は久松さんにお願いしました。
　もう一つ、ここを設計したのは山本長水
（ひさみ）さんという「土佐派の家」のメン
バーであり、ぢばさんセンター、高知県立美
術館などを設計した方です。山本さんは、東
ＲＣのチャーターメンバーで、私が入会した
1978（昭和53）年の副幹事でした。1986年に
退会されましたが、ここの座敷のお茶室で、
長水さんはずっとお茶のお稽古をしていまし
たし、私とはずっとお付き合いがございます。
　この本堂は、ほんとにボロボロでした。山
内家の二代目の殿様、忠義公の奥方、阿姫様。
この方は、松山の久松家のお姫様でしたが、
家康のところに一度養女にいってから忠義公
のお嫁さんになっています。仲人を家康がし
たということになっているようですが、江戸
育ちのお姫様ですから、高知なんかあまり好
きではなかったんでしょうね。ほとんど江戸
にお住まいだったようです。この阿姫様は若
くして亡くなられ、その菩提寺として、この
称名寺は九反田に建てられていました。ただ、
九反田は土佐の物資の集積地で、お寺がある
とまぎるからと、称名寺は、今の土佐道路の
筆山トンネル西入口に変電所がありますが、

「ロータリーと
　　　称名寺本堂の関係」

◇職　場　例　会 称名寺 名誉住職  早瀬　源慶 会員

そこに移り廃仏毀釈まで存在したようです。
　明治13年、廃仏毀釈令が解けた後、すぐこ
の場所に再建の話が盛り上がり、京都の永観
堂からお坊さんが派遣されますが、高知はひ
どいもので、お坊さんが通っていると子ども
が水をかけたり石を投げたりしたというよう
な記録が残っています。高知はとてもそんな
雰囲気ではないということで、幡多の中村の
正福寺をまず再建して、そこを足場にして高
知で再建ということになります。ここの古い
建物をお堂に改造したり、取り壊したお堂を
もらってきて建てたりしてお寺を始めます。
明治13年が、このお寺の現在の場所での最初
ということですが、当時の建物が残っていま
した。空襲にも遭わなかったようです。三翠
園辺りに爆弾が３発ぐらい落ちて、ものすご
い音と地響きでした。終戦の翌年には南海地
震が起きました。この辺りは地盤がいいのか
どうか分かりませんが、仏様も、お道具も倒
れなかった記憶があります。それが、平成の
時代まで残っていました。ただし、本堂だけ
は昭和45年の10号台風で半壊状態になり、仏
様は、平成13年、この本堂ができるまで雨に
濡れないところに疎開していただきました。
　そんなことで、本堂の再建はどうしてもし
ないといけないということで、山本長水さん
に設計をお願いすることにしました。依頼す
る直前、阪神・淡路大震災が起きましたの
で、地震による本堂の壊れ方を調べに長水さ
んと一緒に神戸に何度も行きました。大体、
棟瓦がガラガラと落ちてお寺は壊れます。そ
こで、すぐではないにしても、いずれは南海
地震も来るわけだから、地震対策だけはしっ
かりしておこうと、横の桟が入るところは抜
き工法、四方八方は鋼鉄の線を張り回してい
ます。ですから、地震が来てもパタンと倒れ
ることはありません。

　そういう関係で、もし私がロータリークラ
ブに入会していなかったら、この本堂もでき
なかっただろうと思います。建物は、全国的
にも珍しいということで、新建築という雑誌
に紹介され、大学生や建築を勉強している方
がよく見学に来られます。他にもいろいろと
面白い工夫がされています。天窓はトップラ
イトと言って、旭ガラスに作ってもらった透
明の瓦で、温室のようになっています。下の
両脇には排煙窓があり、夏は開けて風通しを
よくします。冬の間、上は30度ぐらいまで温
度が上がりますが、25度になるとセンサーが
働いて、四隅のダクトを通って、床の下に７
割、室内に３割入ってきます。私は朝６時ご
ろお務めをしますが、昔は足が切れるように
冷たかったのが、最近は、床下の乾燥も兼ね
て蓄熱になっているため、畳がぽかぽかと温
かいです。
　年末になると、ラジオやテレビでベートー
ヴェンの第９（合唱付）が流れますが、皆さ
んは全曲をお聴きになったことがあります
か。合唱は第４楽章「歓喜の歌」です。この
９番はベートーヴェンの集大成だと言われて
います。大般若波羅蜜多経、これもお釈迦様
の集大成です。600巻、大きなお経です。転
読というのをよく日本ではしますが、何十人

かのお坊さんが集まって600巻を１冊ずつ
ばーっと読みます。「歓喜の歌」の最後の１
節と大般若波羅蜜多経の目次、もしくはダイ
ジェスト版の最後は同じ意味です。「みんな
で行こうじゃないか。菩提の彼岸（極楽浄
土）へ」
　お彼岸の中日にお日様が真西に帰っていく
ところが彼岸です。ぎらぎら光っている太陽
そのものが阿弥陀様の姿です。阿弥陀様は目
を開けて見てはいけません、まぶしいから。
ほんとうは太陽人だということを表していま
す。
　人が臨終のとき、阿弥陀様の胸の奥から五
色の糸を出して、臨終者の手に握らせて、阿
弥陀様がお浄土からお迎えにきましたという
お説法をして、安心して命がなくなっていき
ます。このように人の死を迎えさせるという
ことは、本当に幸せだなと思います。皆さん
も、今日はせっかくお寺に来たのですから、
人の死というものを、もう一度見直す機会に
していただけたらと思います。
◇出席率報告
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■高知東ＲＣ当面の日程
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会

高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区　Ｉ.Ｍ
2019年１月19日㈯　於：ホテル日航高知旭ロイヤル
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かのお坊さんが集まって600巻を１冊ずつ
ばーっと読みます。「歓喜の歌」の最後の１
節と大般若波羅蜜多経の目次、もしくはダイ
ジェスト版の最後は同じ意味です。「みんな
で行こうじゃないか。菩提の彼岸（極楽浄
土）へ」
　お彼岸の中日にお日様が真西に帰っていく
ところが彼岸です。ぎらぎら光っている太陽
そのものが阿弥陀様の姿です。阿弥陀様は目
を開けて見てはいけません、まぶしいから。
ほんとうは太陽人だということを表していま
す。
　人が臨終のとき、阿弥陀様の胸の奥から五
色の糸を出して、臨終者の手に握らせて、阿
弥陀様がお浄土からお迎えにきましたという
お説法をして、安心して命がなくなっていき
ます。このように人の死を迎えさせるという
ことは、本当に幸せだなと思います。皆さん
も、今日はせっかくお寺に来たのですから、
人の死というものを、もう一度見直す機会に
していただけたらと思います。
◇出席率報告

１月30日

１月16日

総数
－5 54
－3 54

出席
34
38

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

62.96％

70.37％

出席率
95.92％

100％

13
13

■高知東ＲＣ当面の日程
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会

高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区　Ｉ.Ｍ
2019年１月19日㈯　於：ホテル日航高知旭ロイヤル
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本日　２月６日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観 　 梅 　 夜 　 間 　 例 　 会

次週　２月13日㈬

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2408回　例会報告／平成31年１月30日　天候　晴　職場例会

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇副会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
今日は寺尾会長がお休み
ですので、代わりを務め
ます。今日の職場例会、
称名寺さんで、きれいな
厳かな本堂に入らせてい

ただいて心が深く洗われた気持ちです。今日
は、早瀬さんの物腰の静かなお話を楽しみに
まいりました。
　先週の例会でのとさでん交通さんの卓話、
そして松本幹事からも、ぜひ電車を利用して
とのお話でしたので、今日は何年振りかに、
高知橋からはりまや橋、ここで乗り換えて升
形まで電車に乗りました。以前、「ですか」

カードを買っていたことを思い出して、使っ
てみました。何か小旅行をしている気分でし
た。明後日、２月１日から高知県は「リョー
マの休日　自然・体験型観光キャンペーン」
が始まります。調べてみると、室戸ジオパー
ク、西は柏島、大月のダイビング、越知には
スノーピークキャンプフィールド等、高知県
は様々な自然体験ができるなと思ったことで
した。
　来週は、観梅夜間例会です。私たちも、こ
れから楽しみたいと思います。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。
・来週は、観梅夜間例会ですが、18時から理

事会を行いますので、よろしくお願いしま
す。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
872,160円

0円

888,760円

16,868円

0円

16,868円

889,028円

0円

905,628円

チビニコ 合　計

１月30日
今期の累計

　東京交響楽団のチェロやバイオリン奏者が、
ここで演奏会をしたことがあります。天井が
ないと、音が上に抜けてとてもいい音がする
そうです。スピーカーも久松さんのご紹介で
宮地電機に工事をしていただきました。本当
は、Boseをつけたいと思い予算を組んでい
ましたが、これで十分ですという宮地電機さ
んのお話で、パナソニックがついています。
でも、いい音がしますので、皆さんにクラシ
ックを聴いていただく機会をつくっています。
　ロータリーとこの本堂との関係。まず一つ
目は久松さんとの関係。私がロータリークラ
ブに入っていたのでご縁ができて、音響関係
は久松さんにお願いしました。
　もう一つ、ここを設計したのは山本長水
（ひさみ）さんという「土佐派の家」のメン
バーであり、ぢばさんセンター、高知県立美
術館などを設計した方です。山本さんは、東
ＲＣのチャーターメンバーで、私が入会した
1978（昭和53）年の副幹事でした。1986年に
退会されましたが、ここの座敷のお茶室で、
長水さんはずっとお茶のお稽古をしていまし
たし、私とはずっとお付き合いがございます。
　この本堂は、ほんとにボロボロでした。山
内家の二代目の殿様、忠義公の奥方、阿姫様。
この方は、松山の久松家のお姫様でしたが、
家康のところに一度養女にいってから忠義公
のお嫁さんになっています。仲人を家康がし
たということになっているようですが、江戸
育ちのお姫様ですから、高知なんかあまり好
きではなかったんでしょうね。ほとんど江戸
にお住まいだったようです。この阿姫様は若
くして亡くなられ、その菩提寺として、この
称名寺は九反田に建てられていました。ただ、
九反田は土佐の物資の集積地で、お寺がある
とまぎるからと、称名寺は、今の土佐道路の
筆山トンネル西入口に変電所がありますが、

「ロータリーと
　　　称名寺本堂の関係」

◇職　場　例　会 称名寺 名誉住職  早瀬　源慶 会員

そこに移り廃仏毀釈まで存在したようです。
　明治13年、廃仏毀釈令が解けた後、すぐこ
の場所に再建の話が盛り上がり、京都の永観
堂からお坊さんが派遣されますが、高知はひ
どいもので、お坊さんが通っていると子ども
が水をかけたり石を投げたりしたというよう
な記録が残っています。高知はとてもそんな
雰囲気ではないということで、幡多の中村の
正福寺をまず再建して、そこを足場にして高
知で再建ということになります。ここの古い
建物をお堂に改造したり、取り壊したお堂を
もらってきて建てたりしてお寺を始めます。
明治13年が、このお寺の現在の場所での最初
ということですが、当時の建物が残っていま
した。空襲にも遭わなかったようです。三翠
園辺りに爆弾が３発ぐらい落ちて、ものすご
い音と地響きでした。終戦の翌年には南海地
震が起きました。この辺りは地盤がいいのか
どうか分かりませんが、仏様も、お道具も倒
れなかった記憶があります。それが、平成の
時代まで残っていました。ただし、本堂だけ
は昭和45年の10号台風で半壊状態になり、仏
様は、平成13年、この本堂ができるまで雨に
濡れないところに疎開していただきました。
　そんなことで、本堂の再建はどうしてもし
ないといけないということで、山本長水さん
に設計をお願いすることにしました。依頼す
る直前、阪神・淡路大震災が起きましたの
で、地震による本堂の壊れ方を調べに長水さ
んと一緒に神戸に何度も行きました。大体、
棟瓦がガラガラと落ちてお寺は壊れます。そ
こで、すぐではないにしても、いずれは南海
地震も来るわけだから、地震対策だけはしっ
かりしておこうと、横の桟が入るところは抜
き工法、四方八方は鋼鉄の線を張り回してい
ます。ですから、地震が来てもパタンと倒れ
ることはありません。

　そういう関係で、もし私がロータリークラ
ブに入会していなかったら、この本堂もでき
なかっただろうと思います。建物は、全国的
にも珍しいということで、新建築という雑誌
に紹介され、大学生や建築を勉強している方
がよく見学に来られます。他にもいろいろと
面白い工夫がされています。天窓はトップラ
イトと言って、旭ガラスに作ってもらった透
明の瓦で、温室のようになっています。下の
両脇には排煙窓があり、夏は開けて風通しを
よくします。冬の間、上は30度ぐらいまで温
度が上がりますが、25度になるとセンサーが
働いて、四隅のダクトを通って、床の下に７
割、室内に３割入ってきます。私は朝６時ご
ろお務めをしますが、昔は足が切れるように
冷たかったのが、最近は、床下の乾燥も兼ね
て蓄熱になっているため、畳がぽかぽかと温
かいです。
　年末になると、ラジオやテレビでベートー
ヴェンの第９（合唱付）が流れますが、皆さ
んは全曲をお聴きになったことがあります
か。合唱は第４楽章「歓喜の歌」です。この
９番はベートーヴェンの集大成だと言われて
います。大般若波羅蜜多経、これもお釈迦様
の集大成です。600巻、大きなお経です。転
読というのをよく日本ではしますが、何十人

かのお坊さんが集まって600巻を１冊ずつ
ばーっと読みます。「歓喜の歌」の最後の１
節と大般若波羅蜜多経の目次、もしくはダイ
ジェスト版の最後は同じ意味です。「みんな
で行こうじゃないか。菩提の彼岸（極楽浄
土）へ」
　お彼岸の中日にお日様が真西に帰っていく
ところが彼岸です。ぎらぎら光っている太陽
そのものが阿弥陀様の姿です。阿弥陀様は目
を開けて見てはいけません、まぶしいから。
ほんとうは太陽人だということを表していま
す。
　人が臨終のとき、阿弥陀様の胸の奥から五
色の糸を出して、臨終者の手に握らせて、阿
弥陀様がお浄土からお迎えにきましたという
お説法をして、安心して命がなくなっていき
ます。このように人の死を迎えさせるという
ことは、本当に幸せだなと思います。皆さん
も、今日はせっかくお寺に来たのですから、
人の死というものを、もう一度見直す機会に
していただけたらと思います。
◇出席率報告

１月30日

１月16日

総数
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アップ HC出席率

62.96％

70.37％

出席率
95.92％

100％

13
13

■高知東ＲＣ当面の日程
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会

高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区　Ｉ.Ｍ
2019年１月19日㈯　於：ホテル日航高知旭ロイヤル
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本日　２月６日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観 　 梅 　 夜 　 間 　 例 　 会

次週　２月13日㈬

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2408回　例会報告／平成31年１月30日　天候　晴　職場例会

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇副会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
今日は寺尾会長がお休み
ですので、代わりを務め
ます。今日の職場例会、
称名寺さんで、きれいな
厳かな本堂に入らせてい

ただいて心が深く洗われた気持ちです。今日
は、早瀬さんの物腰の静かなお話を楽しみに
まいりました。
　先週の例会でのとさでん交通さんの卓話、
そして松本幹事からも、ぜひ電車を利用して
とのお話でしたので、今日は何年振りかに、
高知橋からはりまや橋、ここで乗り換えて升
形まで電車に乗りました。以前、「ですか」

カードを買っていたことを思い出して、使っ
てみました。何か小旅行をしている気分でし
た。明後日、２月１日から高知県は「リョー
マの休日　自然・体験型観光キャンペーン」
が始まります。調べてみると、室戸ジオパー
ク、西は柏島、大月のダイビング、越知には
スノーピークキャンプフィールド等、高知県
は様々な自然体験ができるなと思ったことで
した。
　来週は、観梅夜間例会です。私たちも、こ
れから楽しみたいと思います。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。
・来週は、観梅夜間例会ですが、18時から理

事会を行いますので、よろしくお願いしま
す。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
872,160円

0円
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16,868円

0円

16,868円
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チビニコ 合　計

１月30日
今期の累計

　東京交響楽団のチェロやバイオリン奏者が、
ここで演奏会をしたことがあります。天井が
ないと、音が上に抜けてとてもいい音がする
そうです。スピーカーも久松さんのご紹介で
宮地電機に工事をしていただきました。本当
は、Boseをつけたいと思い予算を組んでい
ましたが、これで十分ですという宮地電機さ
んのお話で、パナソニックがついています。
でも、いい音がしますので、皆さんにクラシ
ックを聴いていただく機会をつくっています。
　ロータリーとこの本堂との関係。まず一つ
目は久松さんとの関係。私がロータリークラ
ブに入っていたのでご縁ができて、音響関係
は久松さんにお願いしました。
　もう一つ、ここを設計したのは山本長水
（ひさみ）さんという「土佐派の家」のメン
バーであり、ぢばさんセンター、高知県立美
術館などを設計した方です。山本さんは、東
ＲＣのチャーターメンバーで、私が入会した
1978（昭和53）年の副幹事でした。1986年に
退会されましたが、ここの座敷のお茶室で、
長水さんはずっとお茶のお稽古をしていまし
たし、私とはずっとお付き合いがございます。
　この本堂は、ほんとにボロボロでした。山
内家の二代目の殿様、忠義公の奥方、阿姫様。
この方は、松山の久松家のお姫様でしたが、
家康のところに一度養女にいってから忠義公
のお嫁さんになっています。仲人を家康がし
たということになっているようですが、江戸
育ちのお姫様ですから、高知なんかあまり好
きではなかったんでしょうね。ほとんど江戸
にお住まいだったようです。この阿姫様は若
くして亡くなられ、その菩提寺として、この
称名寺は九反田に建てられていました。ただ、
九反田は土佐の物資の集積地で、お寺がある
とまぎるからと、称名寺は、今の土佐道路の
筆山トンネル西入口に変電所がありますが、

「ロータリーと
　　　称名寺本堂の関係」

◇職　場　例　会 称名寺 名誉住職  早瀬　源慶 会員

そこに移り廃仏毀釈まで存在したようです。
　明治13年、廃仏毀釈令が解けた後、すぐこ
の場所に再建の話が盛り上がり、京都の永観
堂からお坊さんが派遣されますが、高知はひ
どいもので、お坊さんが通っていると子ども
が水をかけたり石を投げたりしたというよう
な記録が残っています。高知はとてもそんな
雰囲気ではないということで、幡多の中村の
正福寺をまず再建して、そこを足場にして高
知で再建ということになります。ここの古い
建物をお堂に改造したり、取り壊したお堂を
もらってきて建てたりしてお寺を始めます。
明治13年が、このお寺の現在の場所での最初
ということですが、当時の建物が残っていま
した。空襲にも遭わなかったようです。三翠
園辺りに爆弾が３発ぐらい落ちて、ものすご
い音と地響きでした。終戦の翌年には南海地
震が起きました。この辺りは地盤がいいのか
どうか分かりませんが、仏様も、お道具も倒
れなかった記憶があります。それが、平成の
時代まで残っていました。ただし、本堂だけ
は昭和45年の10号台風で半壊状態になり、仏
様は、平成13年、この本堂ができるまで雨に
濡れないところに疎開していただきました。
　そんなことで、本堂の再建はどうしてもし
ないといけないということで、山本長水さん
に設計をお願いすることにしました。依頼す
る直前、阪神・淡路大震災が起きましたの
で、地震による本堂の壊れ方を調べに長水さ
んと一緒に神戸に何度も行きました。大体、
棟瓦がガラガラと落ちてお寺は壊れます。そ
こで、すぐではないにしても、いずれは南海
地震も来るわけだから、地震対策だけはしっ
かりしておこうと、横の桟が入るところは抜
き工法、四方八方は鋼鉄の線を張り回してい
ます。ですから、地震が来てもパタンと倒れ
ることはありません。

　そういう関係で、もし私がロータリークラ
ブに入会していなかったら、この本堂もでき
なかっただろうと思います。建物は、全国的
にも珍しいということで、新建築という雑誌
に紹介され、大学生や建築を勉強している方
がよく見学に来られます。他にもいろいろと
面白い工夫がされています。天窓はトップラ
イトと言って、旭ガラスに作ってもらった透
明の瓦で、温室のようになっています。下の
両脇には排煙窓があり、夏は開けて風通しを
よくします。冬の間、上は30度ぐらいまで温
度が上がりますが、25度になるとセンサーが
働いて、四隅のダクトを通って、床の下に７
割、室内に３割入ってきます。私は朝６時ご
ろお務めをしますが、昔は足が切れるように
冷たかったのが、最近は、床下の乾燥も兼ね
て蓄熱になっているため、畳がぽかぽかと温
かいです。
　年末になると、ラジオやテレビでベートー
ヴェンの第９（合唱付）が流れますが、皆さ
んは全曲をお聴きになったことがあります
か。合唱は第４楽章「歓喜の歌」です。この
９番はベートーヴェンの集大成だと言われて
います。大般若波羅蜜多経、これもお釈迦様
の集大成です。600巻、大きなお経です。転
読というのをよく日本ではしますが、何十人

かのお坊さんが集まって600巻を１冊ずつ
ばーっと読みます。「歓喜の歌」の最後の１
節と大般若波羅蜜多経の目次、もしくはダイ
ジェスト版の最後は同じ意味です。「みんな
で行こうじゃないか。菩提の彼岸（極楽浄
土）へ」
　お彼岸の中日にお日様が真西に帰っていく
ところが彼岸です。ぎらぎら光っている太陽
そのものが阿弥陀様の姿です。阿弥陀様は目
を開けて見てはいけません、まぶしいから。
ほんとうは太陽人だということを表していま
す。
　人が臨終のとき、阿弥陀様の胸の奥から五
色の糸を出して、臨終者の手に握らせて、阿
弥陀様がお浄土からお迎えにきましたという
お説法をして、安心して命がなくなっていき
ます。このように人の死を迎えさせるという
ことは、本当に幸せだなと思います。皆さん
も、今日はせっかくお寺に来たのですから、
人の死というものを、もう一度見直す機会に
していただけたらと思います。
◇出席率報告
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■高知東ＲＣ当面の日程
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会

高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区　Ｉ.Ｍ
2019年１月19日㈯　於：ホテル日航高知旭ロイヤル


