
《会長要件》吉田立盛会長

　今日の例会は社会奉仕委員会担当例

会です。今日は田口会員のお話が聞け

ると朝から楽しみにしていました。よ

ろしくお願いします。

　先週例会の後に、当クラブのホーム

ページをリニューアルしたいと思い久

保田会員の所へ平光幹事と行って来ました。今のホー

ムページはスマートフォンでは見づらいものですか

ら、クラブとロータリーの公共イメージの向上、ホー

ムページを見て若い会員が入ってきやすいような窓

口を作るため相談しながら進めています。インター

アクトの皆さんとの活動や奉仕活動を行っている写

真が前面に出るような形にしたいと思っています。

《本人誕生日》　　　《奥様誕生日》

下田会員　　　　　松田会員

《幹事報告》平光幹事

　レターボックスに 4 月から 6 月まで

の例会変更のプリントを入れています。

・西村会員より米山に寄付をいただき

ました。ありがとうございました。

《ニコニコボックス》西尾委員

吉田立盛会長 : 田口さん今日はよろし

　　　　くお願いします。

平光幹事 : 田口会員、よろしくお願い

　　　　します。

鈴木会員 :田口さん、本日の卓話 3,9

　　　　(サンキュー )

清川会員 : 田口会員、本日はよろしくお願い致しま

　　　　す。

西村会員 :田口さんの卓話、楽しみです。

本人誕生日 :下田会員

《社会奉仕委員会》清川委員長

　社会奉仕委員会の清川です、本日は田

口会員からお話をしていただくことにな

りました。今日は楽しいお話が聞けると

思いますので、楽しみにしていただきた

いのですが、その前に、4 月 30 日に蕪

嶋清掃を行うことになりました。時間は

11 時です。本当は 29 日にしたかったのですが八高

のインターアクトの生徒さんが出校日の為時間が取

れず 30 日になりました。皆さんのご理解を得て、多

くの参加できれいな海岸になるようにしたいと思い

ますのでご参加お願いします。それでは田口会員よ

ろしくお願いします。

《会員卓話》田口会員

　先日平光幹事さんがわざわざ家に見

えまして 9 日空いていますかというの

で予定を見ましたらたまたま今日だけ

空いていました。サボってばかりいる

不名誉会員なものですからあまり来た

くはなかったのですが、同級生の久保

田君の指名もありどうしてもということでまいりま

した。今日は私の得意範囲の和尚さんの話をしたい

と思います。

　色々和尚さんはいますけれども、さんづけで呼ば

れたのは一休さんと良寛さんです。一休さんはうち

の臨済宗の和尚さんで京都の大徳寺の住職をしたこ

ともあります、良寛さんは曹洞宗ですけれども、やっ

ぱり親しまれました。我々も親鸞さんとか道元さん

とはなかなか呼ばないですよね。今日は得意範囲の
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　正会員数 41 名。本日の出席は免除

会員 4 名を含む 27 名。出席率は 73％

です。前々回の例会は、ロータリー

創立記念日例会で出席率 71％でした。

《出席報告》原委員長

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか



ドバックもお葬式の時は皮は駄目です。商家の旦那

さんに皮袴はいていると罰が当たるぞと言ったとこ

ろ、その旦那さんもなかなか頭が切れまして、お寺

では太鼓を使っているじゃないかと言ったところ、

一休さんはだから朝、昼、晩、叩いているじゃないか、

バチが当たっているとやり返しました。バチという

のは太鼓をたたく棒のことですが、そうしたらその

旦那さんは、あの野郎と、この旦那さんの家の前に

は川があり橋を渡らなければ行けないのですが、一

休さんお昼を食べに来てくださいと誘いました。(有

名な、この橋わたるべからずの話 ) 旦那さんはまた

やられた、その後一休さんを非常に尊敬したという

ことです。橋でなくはしとひらがなで書いてあった

のでしょうね。

　一休さんが小僧のころの話です。和尚さんに本堂

のろうそくを消して来いと言われて、消してきまし

た。どうやって消したと聞かれ、息でふっと消した

と答えたところ、馬鹿野郎、汚れた空気をかけるな

と怒られました。翌朝、みんなが前を向いてお経を

あげているときに、1 人だけ背中を向けていました。

なんで背中を向けてお経をあげているんだと怒られ

たので、昨日和尚さんに汚れた空気をかけるなと言

われたのでこっちを向いていましたと答えたところ、

お経はこっちを向いていいんだと、そのような逸話

がたくさん残っています。

　私が一休さんをなぜ好きかと言いますと、88 歳に

なって死ぬときに遊女に抱かれて死ぬんですね、当

時京都で一番の遊女と言われていましたが、盲の美

人の遊女と書いてありますので、目が見えなかった

みたいですが凄いきれいだったみたいです、当代一

だと言われていた。一休さんは和尚さんのくせに遊

女と遊んだり、いろんなことをしていて最後に息を

引き取るときに、京都で一番の、今でいう舞妓さん

に抱かれて死ぬんです、理想でしょう、病院で管だ

らけで死ぬよりも、死に方としては理想だと思って

います。一休さんは室的時代にも有名でしたが江戸

時代になって伝説的に有名になりました。先ほどの

話も全部一休話という本の中に書いてあります。

　一休骸骨という本がありまして、どんなに威張っ

ても何をしても中身は骸骨だということが書いてあ

ります。お正月にはお墓から掘ってきた骸骨を杖に

さして、ご用心、ご用心と、本の中に有名な「門松

は　冥土の旅の一里塚　めでたくもあり　めでたく

もなし」とあるように、正月に皆さん明けましてお

めでとうと言っていますが、一つ年を取っているわ

けですから、あの世に一歩近づいているんですよ、

行く末は骸骨ですよと、杖に骸骨をつけて回ってい

ました。昔京都では元旦には玄関を開けない、一休

さんが来るからと、今でも風習が残っているくらい

です。

　一休さんは風狂の人と言われますが、非常に頭も

いいし、漢詩も得意だし、何でもかんでもした人です。

文化、詩歌、能楽、庭園などみんなそのころにでき

た時代ですが、一休さんはそういうのにすべて反抗

したというか、好色と言いますかエロチックな話が

たくさん残っています。死ぬときは琵琶湖のほとり

の酬恩庵という所で遊女に抱かれて死にました。一

休さんの書いている文章は非常に面白くて、それで

一休さんについてお話ししたいと思います。一休さ

んは室町時代、後小松天皇のご落胤だったといわれ

ています。天皇家にいるといろいろと跡継ぎ問題な

どで命を狙われることもありますので生まれてすぐ

に母親と遠くの方へ逃げて育ったそうです。一休さ

んは 6 歳で出家して 88 歳まで生きました。あの当時

の 88 歳と言ったら化け物ですよね、あの時代に 88

歳まで生きた大変な人物だと思っています。

　私は京都の大学へ行ったときに一休さんばかり研

究していまして、好きというか理想の和尚さんです。

ただ、口は悪いし好色で色々な話があります。あれ

だけ悟りを開いたお坊さんがというような話もいっ

ぱいありますが、その辺は少し隠してお話しします。

室町時代と言いますと足利文化と申しまして金閣寺、

銀閣寺などが出来た三代将軍足利義満の時代です。

生まれたのは丁度そのころで、その当時の和尚さん

といえば天皇家やお公家さんにお願いして、お寺建

ててくれ、お寺建ててくれと、そればっかりで修業

も何もしなかったのです。6 歳で坊さんになりまし

た一休さんはそういうのが嫌いで、なんで修業しな

いんだと、足利文化というのは五山文学と言って色

んなものが残っていますが、和尚さんは文学ばかり

やってあまり修行をしなかった。一休さんはそれを

非難して、その後自由奔放に生きた方です。

　一休さんというのは 25 歳くらいでもらった名前

で、一休宗純と言います。皆さんがテレビや漫画で

良く知っている一休さんは江戸時代に作られた一休

話というものから出ています。あまりにも伝説的な

和尚さんなので、いいように面白いように作られて

いて、その関係でどうしても我々は普段一休さんと

いうと、頓智の一休さんだと、一休話の一休さんを

思い浮かべますが、私たちが習ったころは室町時代、

丁度一休さんが死んだ頃の狂雲集という本がありま

して、全部漢文で七言絶句です。6 歳で出家して 13

歳の時には漢詩を習っていましてその作品が残って

います 1,060 首くらい残っています。例えば一休さ

んは当時日本で一番だといわれていまして、京都中

の和尚さんに、あの野郎、あの野郎と思われていま

した。一休さんが比叡山に呼ばれてお昼を御馳走に

なり帰るときに、一休さんは字もうまいので一筆書

いてもらいたいとお願いされました。今でもお堂に

残っていますが、障子紙みたいのをお堂から麓まで

ずうっと 4 キロくらい流して、これに一字書いても

らいたいと、困らせようと思ったのでしょうね、和

尚さん方が生意気だから少しいじめてやろうとした

のでしょうが、わかりましたと、筆と墨を用意させ

てずぅつと下まで 4 キロ引いて行って最後だけ

ちょっとまげて、し、という字ですという有名な言

葉が残っています。その他には、一休さんはいろい

ろな方と付き合いが多く、ある商家の方で皮袴をは

いた人がいまして、その人に皮を身に着けるのは駄

目だ、罰が当たると言いました、皆さんもご存じの

ようにお葬式に行くときには、皮のコートはやめた

方がいいです。先日葬儀屋さんがお墓をやっている

ときに皮のコートを着ていたので、だめだぞと言っ

たら、みんなで何故ですかと言っていましたが、皮

はやっぱり殺生なので、動物を殺して使っているの

で、あくまでも木綿とか絹とかで、女性の方はハン



私は一休さんが好きなのです。
　これも有名な話ですが ( 和尚さんが大事にしてい
た水あめを頭からかぶった話 ) これも江戸時代に書
かれた一休話です。我々が普段知っているのは一休
さんが亡くなって 200 年ほどたってから書かれたも
のです。一休さんは頭もよく自由奔放に生きた方で、
当時の和尚さん方にも反発し、武士階級にも反発し
て、真っ赤な鞘の刀を差して京都中を歩きました。
当時は武士も和尚さん方もたるんでいたので気合を
入れるんだ、風を起こすんだと、先ほど言いました
狂雲です。私がこの世界を変えるんだと、そういう
のがいろんな形の文章になって、漢詩として残って
います。
　当時一休さんは日本で一番の坊さんだと言われ、
京都の大徳寺というお寺に入りましたが、たった三
日で住職をやめました。三日坊主というのはここか
らきています。たった三日で、こんなところにいて
もしょうがない、みんなたるんでいる、何故かとい
うとお寺を建てたいばっかりに、寄付をお願いしま
すと偉い人に媚びを売るような和尚さんが多くて、
修業をさっぱりしないというのがあったんですね、
一休さんは自由に生きたと申しますか、何をやるに
しても自分の考え、面白い考えでやりましたが、そ
の話が今言ったように江戸時代にいろんな物語に
なって残っています。
　一休さんは私のあこがれのお坊さんです。中国の
書物を全部読んで勉強したみたいで、残されている
四行の漢文、七言絶句ですけれども解釈するのが非
常に難しい、一つ一つに意味が深くて大変です。一
休さんは非常に優秀なお坊さんで沢山の本を残して
いますが前に言ったように、後小松天皇のご落胤と

いうこともあり、あまり世間に出ないように名前を
だいぶ変えています。生まれてすぐは千菊丸といい
ます。その後、周建で 25 歳で一休さんになり、70
歳のころには応仁の乱があり京都は全滅しましたが
その後も生きて、先ほど言いましたように 88 歳で亡
くなります。私は 71 歳になりましたが 88 歳までは
生きられないと思います。皆さんはどうですか、昨
日の講演の中で終活の話になり皆さんに死んだら地
獄と極楽どっちに行きたいですかと聞いたところ、
皆さん極楽に行きたいと答えましたが残念ながら皆
さん地獄に行きます。和尚さんは修業もして、勉強
もしてお経も上げているのだから極楽へ行くような
気がしますが、私も地獄ですからご安心ください。
行きたくはありませんが地獄です。一休さんもそう
ですし、我々和尚さんが死ぬのを遷化と言います。
都が遷る、遷に化けると書きます。遷化というのは
この世からあの世へ行くだけだと、我々はそうです
が、皆さんは地獄です。今日も先ほど刺身を食べま
したが殺生しているのだから間違いなく地獄です。
一休さんはそういうことが分かっていたからああい
うことをやったのだと思います。私が一番好きな漢
文に「美人小水」というのがあります。七言絶句で
書いてありますが、要するに人間みんなおんなじだ
という意味だと思いますが、非常に面白いことが書
かれており、私が一休さんに入る一番の切っ掛けに
なったものです。
　いろいろお話ししましたが、今言ったみたいに自
由奔放で非常にエロチックで、何でもかんでもやっ
た人です。私は寺の坊主ですが、一休さんはどっち
かというと非常に理想のお坊さんでございます。
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