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３２名
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２７名

出席率
82.14 ％

前回修正
96.30 ％

会長の時間
益子伸明会長
『ＲＩ会長からの１０月のメッセージ
＆京都と五重塔の話』
ＲＩ会長からの１０月のメッセージ
何年か前のことですが、私の娘
が働いていたオーストラリア、メルボルンの博物館で
は「鉄の肺」が展示されていました。私と同年代で
1950 年代のポリオ大流行を覚えていらっしゃる方なら
ばたいていご存知だと思いますが、鉄の肺は、予防
接種のおかげでどれほどポリオ対策が進歩したかを
如実に物語っています。
かつては貴重な医療機器だったのが、今では博物館
の展示物なのですから。
世界各国の大半において、ポリオの物語はとてもシン
プルなものです。長年ポリオの脅威に脅かされ続けた
後、ワクチンが開発され、この病気は克服されました。
しかし、世界の一部においては事情が違いました。多
くの国でワクチンが入手できず、大規模な予防接種は
費用がかかりすぎるか、単純に子どもたちを見つけら
れない。よそではポリオが博物館にしまわれた一方で、
こういった国々ではポリオは猛威を振るい続けていました。
しかし、そこでロータリーが、「どこに暮らしていても、
どういう環境に置かれていても、すべての子どもたち
にポリオのない人生を送る権利がある」と声をあげた
のです。
ポリオプラスが発足してから、ロータリー、各国政府、

世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）の尽力により、ポリオ
の発症件数は年間 35 万件だったのが、2017 年には
数件にまで低減しました。しかし発症件数ゼロを達成
し、維持しなくては、ポリオ撲滅は実現できません。そ
のためには、皆さま一人ひとりの支援が必要です。
10 月 24 日は世界ポリオデーです。これまで成し遂げ
たことを祝い、ポリオ撲滅を完遂するために人びとの
意識を高め募金を行う機会です。
何らかの形で世界ポリオデーに参加することを、私は
すべてのロータリークラブに呼びかけます。
endpolio.org でアイデアを探して、イベントを登録しま
しょう。サイレントオークション、VR ビューイング、チャリ
ティウォーク、「Purple Pinkie Day」（「小指をパープル
に染めよう」デー）など、どのような活動でも大きな違
いを生み出すことができます。
今年の世界ポリオデーでは、シアトルにあるビル＆メリ
ンダ・ゲイツ財団本部でライブストリーミングが行われ、
午後 2 時 30 分（太平洋標準時）から endpolio.org で
中継されます。
皆さまの多くがご存知のように、ロータリーは今後 3 年
間で年 5000 万ドルの寄付を約束しました。
この 2 倍の額をゲイツ財団が上乗せし、ロータリーが
世界ポリオデーなど年間の募金活動で調達する総額
を事実上 3 倍にしてくれます。
ポリオ撲滅にご協力ください。
そして、世界ポリオデーではみんなで変化をもたらし
ましょう。
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るように建つ五重塔。その五重塔、なぜあれほど高く
造られているのでしょうか。
（ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ
り）

英学(はなぶさ がく)『おもしろい京都案内』よ

◇京の五重塔に秘められた物語
京都駅のすぐ近くにある東寺（とうじ）の五重塔、秀
吉が花見をした醍醐の花見で有名な醍醐寺（だいご
じ）の五重塔をご案内します。京都には他にも御室桜
（おむろざくら）で有名な御室仁和寺（おむろにんなじ）
の五重塔、「八坂の塔」の名で親しまれている法観寺
（ほうかんじ）の五重塔など市内には４つの塔があります。
どれも有名な五重塔なので実際にご覧になったことも
あるかと思います。「八坂の塔」以外は全て世界遺産
に登録されている寺院なので日本が世界に誇る五重
塔です。
◇京都と五重塔

わせて「日本三大名塔」の一つです。
この五重塔は、朱雀天皇が父・
醍醐天皇の冥福を祈って、951
年に建てたもので、創建当時
の姿を今に残しています。東
寺の五重塔は高さで日本一で
すが、塔の美しさにおいては、
醍醐寺の五重塔が日本一では
ないでしょうか。五重塔の高さは約 38 メートルで一番
上の屋根のさらに上の部分にある相輪（そうりん）部分
が約 13 メートルもあります。上の屋根ほど少しずつ小
さく造られていて安定感を感じさせます。
フランスの哲学者、サルトルが塔の前に立ったとき、
言葉を失い呆然と立ち尽くしたといいます。

きょう お う ご こ く じ

東寺（教王護国寺）
794 年、平安京が造営されてから 2 年後に桓武天
皇によって創建されたお寺です。当時は東寺とともに
羅城門（らじょうもん/らせいもん）の西に西寺（さいじ）
も造られたそうですが、鎌倉時代に焼失した後、再建
されることはありませんでした。
東寺は現在まで鎮護国家の寺院として、また真言宗
の総本山として隆盛し、信仰の一大拠点となりました。
現在は世界文化遺産に登録されています。
東寺の五重塔は高さ約 55 メートルもあり、木造の建造
物としては日本
一の高さを誇りま
す。京都の玄関
口である京都駅
の す ぐ 南 に
1,000 年以上前
からそびえ立つ
ランドマークで
す。
現在まで落雷などの火災で 4 回焼失しましたが、その
都度再建されたことは日本人の信仰の厚さを証明す
るものだと言えるでしょう。現在の五重塔は 5 代目で、
1644 年に江戸幕府 3 代将軍徳川家光によって再建さ
れたものです。
東寺は西寺と共に平安京遷都 2 年後に造営が始めら
れ、823 年に桓武天皇の息子・嵯峨（さが）天皇によっ
て空海に与えられました。東寺は栄え、西寺は衰退し
てしまったのはどうしてでしょう？ 空海は当時最澄亡
き後、新仏教（密教）の第一人者でした。それに対し
て、西寺を与えられた守敏（しゅんびん）はそれほど
有名な僧ではなかったからだと伝えられています。
醍醐寺「醍醐の花見」で有名な伏見区にある醍醐寺
は、世界文化遺産にも登録されていて「文化財の宝
庫」と呼ばれています。40 点以上の国宝と約 4 万点に
も及ぶ重要文化財を所蔵しているとても重要な寺院
です。その中でも圧倒的な存在感を誇っているのが
京都府内最古の木造建築物でもある五重塔です。奈
良県の法隆寺、山口県の瑠璃光寺にある五重塔と合

五重塔は何故高く造られたか
古代インドではお釈迦様の遺骨を仏舎利（ぶっしゃり）
といいます。その仏舎利を納めたお墓を「ストゥーパ」
と言います。それが日本に伝わり漢字表記されたのが
卒塔婆です。卒塔婆を象徴として塔が造られたのが
五輪塔と五重塔です。五重塔にはお釈迦様のお墓と
いう意味があるのです。出来るだけ多くの人が遠くか
らでも拝めるように
と建 てられ てもの
が五重塔だったの
で す 。だからこそ
可能な限り塔を高
く造る必要があっ
たのです。

幹事報告

浜野幹事

・『第３グループ研修セミナーのご案内』
・１０月２１日（土）ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ終了後の打ち上げ スイ
・理事会終了後の値付け作業ご協力
・家族同伴親睦旅行の変更のお知らせ
１４日（火）日帰り旅行に変更 場所：山梨県
ﾘﾆｱ見学ｾﾝﾀｰ、ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ富士家ホテル 等
・例会変更 所沢ＲＣ 飯能ＲＣ 入間南ＲＣ

・受贈会報 入間ＲＣ

｢外来卓話｣･････

◆◇◆

福田博子 遊筆展 ◆◇◆◆◇◆◆◆◇◆◆◆◆◆
２０１７年 11 月 28 日（火）～12 月 10 日(日)
12：00～17：00 休廊（月）
ギャラリー木蓮
〒358-0024 入間市久保稲荷 1-28-18
TEL：04-2001-5513

◆◇◆

アトリエ・ギャラリー 遊筆
福田博子 遊筆作品
常設ギャラリー
開廊日 火・木・土
am11：00～ｐｍ16：00
〒358-0014
入間市宮寺字宮ノ台
4241-4

書道家 福田博子様
漢字圏の文化である文字
や漢詩をモチーフにして、自
作の和紙を創りながら表現し
ています。行きすぎた合理主
義による人間疎外、人心の荒
廃が進む中、ほんのちょっと
立ち止まって、文字の持つ言
霊、人のもつやさしさや思い
やりなど、響きあう心を少しで
も感じていただければと思い
ます。

福田博子様 本日、卓話をさせて頂きます。
益子君 遊筆造形（ゆうひつぞうけい）福田様、本日
の卓話楽しみにしておりました。宜しくお願
いします。
浜野君 書道家 福田博子先生、ようこそお越し下さ
いました。卓話楽しみにしていました。宜しく
お願い致します。
江原君 本日は書道家の福田博子様のお話しが伺
えるとの事で楽しみにしておりました。宜しく
お願い致します。
稲見君 書道家 福田博子先生、今日は当ｸﾗﾌﾞへよ
うこそおいで頂きました｡お話し楽しみです。
先週のＧ訪問、沼崎会員、佐藤会員による
ＲＬＩ方式の討論会、素晴らしかったです。
佐藤君 今週末のフリーマーケットでは皆様の協力に
感謝申し上げます。後は天気だけですね。
本日の外来卓話の書道家 福田博子様、よ
うこそお越し下さいました。楽しみにしており
ました。卓話宜しくお願い致します。
若松君 ２～３回欠席しました。今後気を付けます。
結婚記念 若松君

◆次の例会
11 月 14 日（火） 例会臨時変更
家族同伴親睦旅行
（山梨方面）

◆◇◆◆◆◇◆◆◆◆

第 1155 回（10 月 24 日）例会は 10 月 21 日(土)の
フリーマーケットに振替えでしたが、残念なが
ら悪天候のため中止となり､ご提供頂きました品々
につきましては次年度に持ち越す事となりました。
尚、当日お赤飯とおこわは狭山中央ＲＣの会員の
皆様に販売し、お陰様を持ちまして完売致しまし
たので、今後の社会奉仕事業に充てさせて頂きた
いと思います。
ご協力有難うございました。
社会奉仕委員長 佐藤圭司

