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（第2560回）

前回例会（2558回）11/27の主な内容

19

「 海外研修報告 」

ＲＡＣ：劉 春倩 様

担当：新世代・ローターアクト委員会

1、アラジン 2、白い恋人たち ３、ニューヨーク

2811月27日

11月13日

例会日 出席 欠席 出席率

70.00%【会員42名】

メークアップ3名 （95.00％）

12
（内免除者

2名）

38
（内免除者

2名）

※ 年次総会

※「五大奉仕中間報告」

各奉仕委員長

担当：会長・幹事委員会

◎ビジター紹介

小泉 二郎様 （香里園ＲＣ）

西尾 達夫様 （香里園ＲＣ）

【2013～14年度第3組Ｉ.Ｍのご案内】

ホストクラブ：香里園ロータリークラブ

日 時：2014年1月25日（土）13：30～

場 所：アルカスホール（寝屋川早子町）

テーマ：

「感動の体験を！！人々にも、自身にも」

本日のピアノ演奏

ロータリー財団月間

◇◇◇委員会報告◇◇◇

親睦活動委員会 （森本委員長）

クリスマス家族親睦会のご案内

日時：12月21日（土）18：00～21：00

場所：ホテル・アゴーラ大阪守口

２Ｆ「ロイヤルプリンセス」

会費：会員＝15,000円

家族＝ 8,000円

（ご寄付宜しくお願い致します。）

◎ 幹事報告 正木 一光

1、フィリピン台風災害支援義援金のお願い

2、第3組Ｉ.Ｍ（26年1月25日開催）ご出欠を

提出をお願い致します。

香里園ＲＣの方々とのご挨拶
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卓 話◎ 会長の時間 会 長 菊田 芳

佐治 信隆 会員

「北海道開拓秘話」

幕末までに東本願寺は３度の火災にあっていた
が元治元年（1864）７月の禁門の変の兵火によっ
て両堂以下堂宇が焼失した。そして慶応4年
（1868）１月３日鳥羽伏見の戦いが始まり、薩長
軍は錦の御旗を掲げ進軍し幕府軍は敗走した。

5日夜、東本願寺21世厳如上人（大谷光勝＝おお
たにこうしょう）の妻の実兄である山階宮晃親王
は勢いにのる薩摩の連中が東本願寺を焼き払うと
言っていると伝えた。東本願寺の動向を怪しんで
いると言うのである。ここは一紙を差し出して薩
摩の疑惑を解くべきだと勧めた。

厳如上人と法嗣現如上人（大谷光瑩＝おおたに
こうえい）はすぐさま誓書を書き上げ朝廷に対し
て異心無きことの意を示して、勤王の立場を鮮明
にしたのであった。この誓書は岩倉具視に届けら
れた。

当時の北海道は原始林に覆われた未開発の状態
であったが、明治政府は国内の統一の急務と、加
えてロシアの南下政策が進められており一刻も早
い北海道開発が求められていました。

本日も先週の髪の話に続きまして「お得意を
廻る女髪結いさん」の絵です。

中年のお師匠さんの供をして連れ立って歩く
十三、四才の弟子さんがお師匠さんより先走り
してその日廻るお得意さんを尋ね、仕事をする
段取りになると表入り口のと障子の隙間に紙切
れを挟んでおいて、その家に上がりこんで下梳
（したすき）を始めるのである。

師匠が来ると交代をして弟子さんは次のお得
意に先回りをします。お師匠さんは頭に梳櫛を
さして白前垂れに髪結い道具一通り包み、両手
に巻き込んで忙しそうに次から次へと弟子のあ
とを追って廻るのでした。この弟子さんのこと
を「梳子（すきこ）」と云いました。

大正の中頃まであったそうです。

大阪シャレ言葉
「雪駄の土用干しで、反りかえっている」

用例
「彼、商売が上手くいったので、この頃
雪駄の土用干しやな」

意味
「彼、商売が上手くいったので、この頃
意気揚々やな」

香里園ＲＣ Ｉ.Ｍのご挨拶。

11／27 誕生・ニコニコBOX 484,000円

（～次ページに続く～）



海産物を全て荷降し、一行を乗せて6月10日に
北海道に向けて出港しました。3月3晩舟を進め
てやっと北海道の渡島の山々が見えた時風雨が
強くなり台風に巻き込まれたのです。一時はも
う駄目かということまでおもったそうですが、
幸い難を逃れ舟は流されて陸奥の国（青森県）
津軽の深浦という港に無事入港しました。

一行は陸路を通って青森に着き、青森の港か
ら福岡藩から差し向けられた艦船で7月7日に無
事函館に着きました。函館には開拓使が置かれ
ていましたので、早速印鑑下付を受けました。
その時の名簿には士分43人、僧分15人、小卒43
人計101人が申し出ています。

多くの者は道路開墾の準備に入りましたが、
現如上人以下27名は7月11日に函館御坊を出発し
て起伏の激しい日本海側を通って苦難の末7月24
日に札幌に到着しました。『わが道も、ともに
ひろげる諸人の、ゆききもしげし、札幌のは
ら』と現如上人は札幌の光景を詠まれています。

明治3年（1870）7月に本願寺道路の工事は開
始され1年3ヶ月をかけて明治4年（1871）10月に
完成しました。この工事に要した費用は1万8千
両と言われています。

尾去別（おさるべつ）現在の伊達市長和と札
幌平岸を結ぶ全長27里（103㎞）道幅9尺（2.7
ｍ）の道路でした。旧本願寺道路は現在の国道
230号線の基となっており、現在でも北海道の幹
線道路として利用されています。

明治3年7月に東本願寺管理寺として現在地に
設立されていた寺院は明治9年に東本願寺札幌別
院と改称されました。

また明治25年（1893）に新潟直江津市の林覚
寺から本堂が移築され現在も多くの御門徒の聞
法の場となっています。

現如上人は自分が亡くなった後は関わりの深
いこの北海道に遺骨を埋めて欲しいと遺言され、
その御意志により昭和9年（1935）に札幌が見下
ろせる桃山式の三重塔を建立して最上階に御安
置しました

この桃山式の三重塔は北海御廟と命名され北
海道の開拓に従事した人や、多くの御門徒の
方々の御遺骨が埋葬されています。

明治22年（1889）父厳如上人が老衰の為御隠
退、22世を現如上人が38歳にてご相続。明治41
年に57歳にて御隠退。大正12年72歳にて命終さ
れました。

（おわり）

明治政府はまだ国の制度も整っておらず幕末の
戦乱も長く続いていたので、国費も充分でなく北
海道開拓までには手が届かないのが実情でした。
そこで東本願寺は新道開墾、農民移民、教化普及
の観点から進んで難局に当たらんという理由を
もって明治政府に志願しました。東本願寺は徳川
家からの恩顧があったため明治政府からは睨まれ
る立場であったため大変な事業であることは承知
の上で志願しなければならない厳しい現状があっ
たのである。

世間では東本願寺が明治政府に対して北海道開
拓を申し出たという事になっていたが実際は明治
政府からの下命であった。21世厳如上人の五子の
中の4男である現如上人（寛永5年～大正12年）は
わずか１９歳であったが父の願いを適うべく北海
道開拓を決意したのである。早速明治天皇に拝謁
して勅許を願い出て栽可を得たのである。明治2
年（1869）の秋より準備を始め、明治3年
（1870）2月10日若干19歳の現如上人と180数名の
随員１行は本山両堂に参拝後、表門から出発にな
りました。

中山道、信州路、越後、出羽、奥州路を経て艱
難辛苦の末5ヶ月と14日もかかって７月24日に札
幌に着きました。

この間多くの寺院に立ち寄り布教活動、北海道
への移民奨励、また開拓のための志納金を集めま
した。現如上人と一行の苦心難儀は言語に絶する
ものがあったと思われます。道中いろいろな困難
に遭遇しましたが、中でも特に「羽後の法難」は
大変な状況だったと記録されています。６月10日
羽後の国、久保田藩（現在の秋田県）に差しか
かったとき、一行は差し止められました。

久保田藩は国学者、廃仏毀釈（はいぶつきしゃ
く）の思想で知られる平田篤胤のお膝元であり、
また、そこには勤王、佐幕の余塵が残っていて、
勤王を標榜している現如上人を快く思っていない
者たちも多くいました。それに加えて凶作が続い
ていたので少しでも志納金に流れることを恐れて
いました。このような状況下のため「久保田藩に
は一歩たりとも入ることまかりならん」と通行を
差し止められました。

思案に暮れていたときに、当に渡りに舟という
か、運良く加賀の国小松の下郷屋長兵衛の持ち舟、
金剛丸（和船700石）という舟が北海道から海産
物を積んで近くの川に碇泊していました。このよ
うな一行の状況を知った東本願寺の門徒で親鸞聖
人の教えに御崇敬の念を持っている篤信家の文蔵
という船頭がこの難儀を聞いていまこそ報謝のと
きと、この難局を引き受けてくれました。

（～卓話、前ページからの続き～）
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