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「MELC 奈良」
改め、
『奈良県モラロジービジネスクラブ』
が発足！！
5 月 19 日（土）午後 6 時より、橿原観光ホ
テル「カトレア」の間において「MELC 奈良」
の平成 19 年度総会が開催されました。
今回は通常の議案に加え、長年慣れ親しまれた
「MELC 奈良」の名称が『奈良県モラロジービ
ジネスクラブ』に変更される案が提出されました。
「MELC 奈良」は 5 年前に奈良県の旧企業部の
有志によって発足されました。しかし、今年度よ
り本部の編成で各地方組織の企業サークルをビ
ジネスクラブに昇格？させることで、
「道経一体
の思想」を幅広く裾野まで広げ、事務所において
も活発なクラブ活動を行うことで会員拡大をは

を掲げ、当事務所としては 30 社（現在 17 社）

かり、地域経済に根ざしたクラブとなるため、

を目標にしております。規模の大小を問わず経済

「MELC 奈良」をそのまま『ビジネスクラブ』

に係わるすべての方に入会の権利がありますの

に変更することでスムーズに組織の一角を担え

でこの機会にぜひ入会をお願いいたします。

るというメリットもあり、名称変更を決議されま

総会の議案もすべて承認され、無事終了した後

した。

に記念講演を佐藤薬品工業株式会社・代表取締役

今後は運営委員会のメンバーとして、力のある

社長の佐藤進講師より、
「二代目として」と題し

事務所作りに尽力してまいる所存です。共に勉強

て 1 時間半の講演を聞かせていただきました。

していただける方はクラブ長の杉村純一氏にお

佐藤講師は御所事務所には大変馴染みのある係

申し込みください。お待ちしています。

わり深い方で、御所事務所会員時代のさまざまな

また、同総会において新役員も決議されました。

苦労話や現会長の厳しい指導のお話など、あから

その中には代表として当事務所の山田幸雄氏が

さまな体験談を交え、二代目としての心構えなど

選出され、代表を抱える事務所とし

を講話いただきました。参加者は佐藤講師の人柄

て会員拡大や道経一体の企業経

に敬意の念を持って、真剣に話に聞き入っていま

営に率先垂範(そっせんすいはん)

した。

してまいりたいと思います。平

最後は懇親会でそれぞれが交流し、楽しいひと

成 19 年度県全体で目

ときを過ごしお開きとなりました。

標200社
（現在86社）

冨士俊隆
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歩こう会サークル
〔四国遍路を行く シリーズ −3−〕

ある山上の鶴林寺へ。

歩こう会の行事に「遍路参り」がある。弘法大

登ってきた道を戻り、
「金子や」着 16：10。

師の修行の寺四国 88 ヶ所を歩き遍路しようと

翌 29 日、5：30 起床。昨日、親切に「途中

いうものである。

の峠まで車で送ってやろう」と申し出ていただい

4 月 28 日、29 日に、18 番札所「恩山寺（お

ていた、近くで電気設備の事業をしておられる野

んさんじ）
」から 22 番札所「平等寺」までの 5

崎さんがお迎えに。お言葉に甘え、大井峠まで

ヶ寺をお参りした。参加者は歩こう会の常連、男

10 分。歩けば 1 時間はかかるだろう。聞けばこ

子 5 人、女子 2 人の 7 人。朝 5 時にモラロジー

の野崎さん、
何とモラロジアンとか。
奇遇、
奇遇。

事務所に集合して、車 1 台で四国へ。まず、徳

9：30 太龍寺山門着。この寺は桓武天皇の勅

島県小松島市の山間にある、弘法大師母堂ゆかり

願(ちょくがん)で建てられ、蜂須賀家の保護で栄

の母養山（ぼようさん）宝樹院（ほうじゅいん）

えたそうで、若き日の弘法大師が修行をしたとこ

恩山寺にお参りする。格式の高い寺にはこのよう

ろである。ロープウェイが架かっているが、当然

に、山号（さんごう）
、院号（いんごう）
、寺号（じ

乗らない。この頃にはお経もすこし上達し、声も

ごう）が付いて寺の名となっている。

大きくなってきた。

19番はそこから4キロばかり南へ行った街中

その後 11 キロ以上歩いて、
22 番の平等寺へ。

にある、立江寺（たつえじ）
。帰りのことを考え
て、車を立江寺の駐車場に 1 泊させる。
立江寺はまたまた、立派なお寺で、関所寺とな
っている。関所寺とは、よこしまな心の人はこの
関所寺から前へ進めなくなるそうだ。言ってみれ
ば自己反省のお寺。
■ウォーキングの開始
ここから 20 番の鶴林寺（かくりんじ）までは、
延々と田園地帯を進み、峠を越え、勝浦川沿いの
道を 3 時間歩く。途中には徳島県の天然記念物
になっている「フウ」と「クスノキ」の大木が見

■お接待

事。途中でうどん、すし etc で 1 人 400 円の安

「お接待」というのがある。お遍路さんに休憩

上がりの昼食。13：00 宿泊予定の「金子や」

場所を提供し、お茶や軽食などを振舞う。この日

という遍路さん用の宿へ荷物を預け、いよいよ山

は平等寺の 1 キロ手前の田んぼわきで新野（あ

道。みかん畑の中をぐんぐん上がって行く。1 時

らたの）の婦人会の方々がテントを張り、あんこ

間以上かけて、四国霊場の中でも難所のひとつで

ろ餅やあめ、お茶などのもてなしをしてくれてい
た。毎日当番制でお遍路さんの接待をしているそ
うで、この日は 50 人余りが立ち寄ったとか。ニ
ッキの葉で包んだあんもち」をほうばり、お茶を
頂いた。
平等寺にお参りして、急いで JR 新野駅へ。30
分余りで前日泊めた車のある立江駅へ。駐車場ま
で歩き、2 日間の総歩行距離は約 30 キロ。万歩
計は今日も 26400 歩に。車で奈良へ向かう。
21：30 モラロジー事務所着。
-２-

やすらぎ

私たちの遍路参りは、特別、信仰が厚いわけで

ことになっている。希望の方は、どんどん参加し

も、悩みを解決するためでもなく、また、遍路マ

て欲しい。大歓迎。
とく

ニアでもない。ともかく愉快な人々が健康のため
に歩くことが主目的、全寺 88 ヶ寺をお参りする
〔ダイヤモンドトレール縦走（紀見峠〜金剛山〜高天彦神社）
〕
４月２２日（日）天気予報では雨のようです。
中止かな？と思案しつつ事務所に７時に行きま

食、しばし至福の時。中葛城山で五條市の眺望を
楽しみ金剛山を目指します。

すと皆さん意気揚揚で登山決行とのこと。
参加者５名は車２台で出発。１台を下山の高天彦
神社に置き紀見峠を目指しました。
８時３０分身支度を整えて金剛山を目指して
縦走開始。若葉青葉の季節、いたどりや山菜を探
しながら、おしゃべりに花を咲かせながら山歩き
を楽しみました。
西の行者へ向けての急な９００段あまりの階
段も楽しいおしゃべりで何時の間にか稜線に。い
くつかのアップダウンを繰り返し登り中心の道

午後２時前、金剛山の売店で念願のソフトクリ

が続きます。

ームを食べ休憩、夏の日本アルプスの計画に話し

薄日がさして

の花を咲かせ、湧出岳(ゆうしゅつだけ)に登って

絶好の登山日

郵便道(ゆうびんみち)を下山し、3 時 30 分高天

和に？？？な

彦神社に無事到着。約１6 キロ、春雨の中の縦走

ってきました。

でした。

見晴らしの

森林浴を楽しみマイナスイオンでリフレッシ

良い、中葛城山

ュできた一日でした。御世話に成った皆さんあり

(なかかつらぎさん)での昼食予定が昼近くにな

がとうございました。

ると雲行きが変わってポツリ、ポツリと雨が…予

Ｙ．Ｓ．

定を変更して手前の高谷山(たかたにやま)で昼

運営委員会報告

平成 19 年 5 月 22 日(火) 午後 8：00〜9：20

◆出席者
吉田 実、倉本佳洋、冨士俊隆、藤本元祥、
米田德七郎、南 貞好、山下幸則、山田幸雄、
川崎 徹、上田 均、山原百合子、細川成樹、
杉村純一、村田良彦、森戸清重、細川輝美、田
村佳世、上田雅代（以上 18 人）
◆代表世話人挨拶

◆報告事項
1)近畿ブロック人事異動について（吉田代表世
話人）
前田道弘氏が新しい部長に就任され、奥村氏
は中国ブロックの部長に転任されます。
2)「伝統の日」参加について（吉田代表世話人）

昨日、御所幼稚園の園庭開放という行事があ

6 月 3 日の本部会場の「伝統の日」には細川

り参加してきました。
「あいさつ」
「仲間づく

参与ら 7 名が参加。6 月 10 日の瑞浪会場の

り」などの幼児教育を熱心にやっておられ共感

開催には 21 名が参加予定、6：00 至誠堂製

しました。このようなことを徹底すれば、今日

薬社員駐車場出発。→予算案（別紙・事務所

のような悪い世相にならないのにと思います。

より 5 万円補助）を承認する
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3)「生涯学習セミナー」講師について

・女性クラブ全国大会（10 月 14 日本部にて

B 講師 三浦松次郎氏（前橋）
、A 講師 服部浩

開催）の打ち合わせ会報告→参加者に対す

二氏（四日市西部）が決定し、プロフィール

る事務所からの補助金を 1 万円/人に決定

が送られてきています。

・第 1 回伝記勉強会（6 月 4 日、感謝の日）

4)会費（前期分）の徴収について

の講義資料、柴田講師より送付あり

総務委員会で領収証、集金袋を作成し、次回

◆審議事項

地区委員会開催時までに委員長に手渡し、地

1)大阪講堂の日直について

区委員が徴収を行う。

6 月 11 日の日直当番については女性クラブ

5)「世話人制度」について

で人選を行う。

大阪出張所での研修会報告あり。世話人募集

2)「やすらぎ」発行について（広報委員長）

を今月末に行い、7 月より新しく活動を開始

100 号記念誌を 7 月に発行、カラー印刷とす

する。

る。以後の印刷については費用の面で、従来

6)その他

どおりモノクロ印刷とする。→100 号記念の

・教育者研究会（7 月 29 日）の案内あり、

原稿投稿の依頼あり

お誘い依頼

◆その他

・奈良県モラロジービジネスクラブ（旧メル

8 月 10 日〜15 日開催の本部講座を細川参与が

ク）の開催報告

受講予定。他に希望があれば申し出てください。

生涯学習講座日程
柏生涯学習センター
概説講座 ５泊６日
第３１１回 平成 19 年 6 月 12 日(火)〜6 月 17 日(日)

原典研究講座 ５泊６日
第１０５回 平成 19 年 6 月 12 日(火)〜6 月 17 日(日)Ｂ

中日本生涯学習センター（瑞浪生涯学習センターから名称変更）
基礎講座
第１２０回 平成 19 年 6 月 21 日(木)〜6 月 24 日(日) ３泊４日

●講座受講の参考として、ご活用ください。詳しくは、事務所まで。
行事予定
◎伝統の日 感謝の集い 瑞浪会場
６月１０日(日) AM６:００出発 集合／至誠堂製薬㈱社員駐車場（御所市南十三）
参加される方は、時間に遅れないようお集まりください。
◎事務所清掃の日とアルミ缶回収日
６月１７日(日) ９:００〜

原稿募集
日頃は、
『やすらぎ』のご愛読ありがとうございます。
この度、お蔭様で７月１日の発行で１００号になります。事務所を統合して９年目、記念誌発行にあた
り事務所諸行事、家庭訪問、会社研究会、広報掲載にふさわしい体験、詩など、写真やイラストを添え
て、皆様から多数の原稿を募集いたします。
（文字数は２００字程度）
勝手ながら、６月２０日(水)までに広報委員までご連絡ください。
広報委員長：南 貞好 TEL 0745‑
66‑
1015 FAX 0745‑
66‑
2385 E‑
mail sadakun@kcn.jp
杉村 洋 TEL 0745‑
62‑
3958 FAX 0745‑
62‑
7541 E‑
mail sugimura@qk9.so‑
net.ne.jp
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