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◆出席報告　　　　　　　　委員長　梅津ヤヨイ
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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　雪

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「宗次郎こころの歌」より
波浮の港
母
北上夜曲　　他

◆ビジター　　梅本　靖之（中津ＲＣ）
玉ノ井溥明（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長　近藤　賢司

　先週、鳴海先生が久々に出席され、今週は溝部
先生が出席して例会場が本当に明るく賑やかにな
りました。
　先週も申しましたように、より多くの会員が出
席すると、より楽しい例会になりますので、出席
免除会員ではありますが、時間の許す限り出席を
お願いします。
　さて、今期中に第1000回例会がやってきます。
予定では４月27日になると思いますが、今後理事
会で話し合い、なにかいつもとは違う例会にした
いと思いますので、皆様もご協力下さい。そして
今日は、下の話から天国の話まで、スピーチをさ
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せれば右に出るものがない溝部先生の卓話を大変
楽しみにしています。

幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

―ロータリー理解推進月間―
１．本日の卓話
「ダンテの神曲」　溝部　仁会員



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

２．国際ロータリー２７２０地区ガバナーエレクト　
木下光一氏より、河村貴雄会員へ２０１０－２０１１
年度監査委員会委員としての委嘱状が届いて
おります。本日ご披露し、お渡し致します。

３．第６回臨時理事・役員会報告
（平成２２年１月２１日（木）　持ち回り）

審議事項
別府市光町・末広町の火事義援金の件。＊承認
会員一人２，０００円×１９名＝３８，０００円
別府市内４ＲＣ合同で手渡す。（各クラブ会
員一人２，０００円）

４．例会変更のお知らせ
大分中央ＲＣ	 １月２７日（水）の例会は、親睦合

同例会の為　同日１８：３０～大分第
一ホテルに時間変更

大分城西ＲＣ	 １月２７日（水）の例会は、親睦合
同例会の為　同日１８：３０～大分第
一ホテルに時間・場所変更

湯布院ＲＣ	 １月２７日（水）の例会は、新年会
・新入会員歓迎会の為　１月２６日
（火）１８：３０～由府両築に日時・
場所変更

杵築ＲＣ	 １月２８日（木）の例会は2000回記
念例会の為　同日１８：００～パスト
ラル三河苑に時間変更

大分城西ＲＣ	 ２月３日（水）の例会はＡＬＴと
の国際交流会の為　同日１９：００～
大分全日空ホテルオアシスタワー
３Ｆに時間・場所変更

大分南ＲＣ	 ２月５日（金）の例会は夜例会の
為　同日１８：００～第二海源丸に時
間・場所変更

大分1985ＲＣ	 ２月８日（月）の例会は夜間例会
の為　同日１９：３０～トキハ会館に
時間変更

５．次週例会の予定
「会員卓話」椛田健治会員
「会員コラム」森園伸也会員

６．本日の回覧
①くにさきＲＣ　週報
②「別府市内４ＲＣ合同例会」出・欠席

７．本日の配布
①ロータリー探究「2009年におけるロータ
リーのトップニュース」
②週報No.987

スマイルボックス 副委員長　後藤　　隆

○近藤会長
　先週末、あこがれのスキーのメッカ、樹氷で
名高い蔵王にスキーに行ってきました。樹氷は
未完成でしたが、今迄で一番楽しいスキーがで
きたことにスマイル。

○髙宮会員
　溝部会員、お久し振りです。溝部会員と鳴海
会員が揃うと、例会が盛り上がりますネ。今日
の卓話、楽しみです。

○木村会員
　溝部先生の話が聞けるので、楽しみです。
　仕事が多くあり大変でしょうが、頑張って下
さい。

○溝部会員
　例会に来る道を間違いました。

○村津会員
　南立石公園のシダレ梅は、まだ花の蕾ですが、
公園の西北コーナーの数十本の紅梅・白梅は花
を開き始めました。
　これから暫くは気品に満ちた梅の香りが楽し
めそうです。快晴微風か風の無い日に、どうぞ
御越し下さい。御案内に代えてスマイル。

○平野会員
　今日は豪華揃い組だ。溝部先生、鳴海先生、
玉ノ井パストガバナー、中津より梅本さん。中
央ＲＣへようこそ。
　今日は名調子溝部節が聞けるぞ。

○亀井会員
　溝部先生の卓話、いつも勉強になり楽しみに
しています。

○大島会員
　溝部先生、お帰りなさい。
　今日は久々に先生の楽しい卓話を楽しみに来
ました。

○衛藤会員
　溝部先生、お久し振りです。若 し々くなられて…。
　今日の卓話、すっごく楽しみにしています。
　玉ノ井先生、梅本様、ようこそ。どうぞごゆっ
くりなさって下さい。

○梅津会員
　別府中央ロータリーはやはり鳴海先生、溝部
先生が揃ってこそ別府中央ロータリーですね。
出席委員長が申します。欠席しないで出席をお
願い致します。
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卓　　話 溝部　　仁

ダンテの神曲について
１　はじめに
　聖地イェルサレムがイスラム教徒に征服されて
いるという危機感から、1096年に第１回十字軍が
派遣され、見事、聖地を回復するのである。これ
以後、ヨーロッパでは次のような現象が見られる
ようになる。
①中近東から第一次・第二次産業の物品が流通
し始める。
②よく調べてみると、これらを扱っているのが、
商人だと気が付き始める。
③日本も同様であるが、ヨーロッパでも商人の
地位は、最下層である。
④よく観察する、商人も汗をかいて利益を出し
ている。商人というだけで、地獄に落ちてい
る彼らを救う術はないかと立ち上がったの
が、ダンテである。

２　ダンテの神曲について
　イタリア生まれのダンテ（1265～ 1321）は、
有名な神曲を書いた。ダンテ35歳のときである。
自分が暗黒の森（俗世間）にいることに気づき、
日のあたる場所＝天国にいくことを決意する。ダ
ンテとウェルギリウスは、アケロンテの岸辺に到
着し、船に乗り込んだ。ここから10の地獄が始ま
るのである。紙面の関係で、最後のみ記す。
⑩狭い穴を通り抜けて地上への出口に着いた。
地獄にいた時間は、24時間であった。そこは
海岸であった。

　ウェルギリウスとダンテは、煉獄に行く準備を
した。ダンテについた汚れを除き、イグサを腰に
巻くように指示があった。煉獄に行くと、①～⑦
の罪が清められる。これから先は、炎を通り抜け
ないといけない。これを過ぎると、『エデンの園』
に着く、まもなく、ベアトリーチェが現れる。天
国に行く用意はできた。階段を登ると、第一の天
から第十の天（割愛）の描写がある。これが過ぎ
ると、次のような不思議な現象が現れる。
　ベアトリーチェ（ダンテと同行した者）は、光りの
冠（後光）となる。ダンテは、ベアトリーチェとの
別れを悟る。ダンテは、「私を救うために地獄まで
行ってくれたあなた。私が、地獄、煉獄、天国とい
う三界で得られた恩恵と力は、あなたによってなさ
れたもの。あなたは、適切な方法で、私の罪の束縛

から解き放ち、魂の自由を与えてくれた。」と話す。
　僧聖ベルナルドが、エンピレオに座っている諸
聖徒の様子をダンテに教え、ダンテのために、聖
母マリアに祈りを捧げた。
　そうすると、天空が真昼のように明るくなり、
光りが飛び交い、そして集まり、『愛』という文
字が綴られた。
　ダンテの心眼究極の度に達し、神の光を浴び、
すべての英知と恩寵を受け、地上に戻るのである。

３　大きな歴史の潮流
１　ダンテの神曲の影響
　ダンテの神曲の影響をまとめれば、次のとおり
である。
ア　煉獄・地獄と天国の描写を見事にまとめた。
イ　一般の者は、天国に行くことを望んだ。だか
らこの世で、善を積むし、これが勧奨されるこ
とになる。
ウ　商人の地位は、決して上がらなかった。ベニ
スの商人を参照してほしい。
エ　結局、ダンテの神曲の救済は、カトリックを直
接的ではないが、堕落に導くものであった。とい
うのは、フィレンチェの大富豪メディチ家の支援
がなければ、ローマ教皇になることは出来なくなっ
て行き、カトリックは、次第に堕落し始めた。

２　ローマ教皇の堕落
　特に、10人もの私生児をもうけた、ロドリゴ・
ボルジャがあろうことか、アレクサンドル６世
（1492～ 1503年）として教皇に就任するのであ
る。これを厳しく批判したのが、修道士サヴォナ
ローラであった。しかし、火炙りの刑に処せられ
た。ユリウス２世の後を受けて就任したレオ10世
（1513～ 21年）は、「神が教皇制をお与えくださっ
たのだから、せいぜい楽しもうではないか。」と
の迷言残し、毎日狩りばかりをしていた。ユリウ
スと同様に免罪符の販売をしていたが、1517年こ
れを批判したのが、ドイツのルターであった。こ
の時にも教皇は、聞く耳すらもたなかった。
　この時を境としてヨーロッパに宗教改革の火が
瞬く間に拡大するのである。
３　宗教改革後のイギリス教会とピューリタン革命
　イギリス国教会は、長老派と独立派に分かれて
いった。対立は、深刻でイギリスの内戦（1640～
60年）に発展した。とりわけ、戒律の厳しい長老
派は、議会から排除された。排除されたピューリ
タンは、メイフラワー号に乗ってアメリカという
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会員コラム 大野　雅治

　孔子の論語で、15にして学を志す	30にして立
つ	40にして惑わず	50にして天命を知る	60にして
耳従うとあります。又良く聞く言葉でもあります。
　唯私の場合、学を志した覚えも有りませんし、
40にして惑わずとありますが、いつも迷ってばか
りです。
　60が近い私ですが、少し戻して頂き、50にして
天命を知るを当てはめて見ても、私が持って生ま
れた天命と思えるものが、自覚も出来ないし、悟

る事も出来ていません。しかし、残りの人生を何
か人様の役に立てる事が少しでも出来れば自分な
りに納得する事が出来るかな？とも思っています。
　私ロータリーに加入させて頂きまして、２年が
経過致しましたが奉仕の心や精神を通じて人間と
しての生き方を多くの先輩の方から学んで行け
ば、自分自身の天命を知り悟る事が出来るかも知
れ無いと思い、頑張っている私です。
	 次回は、森園伸也会員です。

未知の世界に移住するためにイギリスを出港し、
1620年、マサチューセッツ州に到着する。彼らが
目指したものは、『聖なる共同体』である。かっ
てＮＨＫで取り上げられ評判を得た、『大草原の
小さな家』である。これを第一次覚醒という。
４　独立戦争後のアメリカ
　アメリカ独立戦争は、結果として、アメリカの
独立を勝ち得たが、教会は破壊され、牧師や神父
は、戦死し惨禍だけが残るという状況だった。信
者は、激減し、人々は、様々な考えを持つように
なっていった。1795年、マグレイディとストーンらの
布教によって再び、アメリカ国民は、教会に戻り
はじめたのである。最終段階において、チャール
ズ・フィーニは、法律家の職を捨て長老派の伝道
師として1875年迄、信仰復興に情熱を燃やしたの
である。この運動を通して敬虔な信者になったの
が、ポール・ハリスの祖父である。この運動は、全
米に波及することになる。これを第二次覚醒という。
５　南北戦争と戦後のアメリカ（金ぴかの時代）
　金儲けのためならどんなこともいとわないとい
う決意さえあれば、野良着のままで強引に割り込
んで、手当たり次第に　手づかみで分け前にかぶ
りつけばよかった。有名な、アンドルー・カーネ
ギー、モルガン、ロックフェラーらである。公正
さは微塵もみられない社会に突入したのである。
所謂、金びかの時代である。
６　ロータリーの創設
　当時のシカゴは、人心が荒廃し、犯罪が多発して
いる町であった。この町をなんとか良くしたい、と
の一念から、ポール・ハリスは、仲間を募り、シカ
ゴをもう一度、再生しようと考えたのである。1905
年、ポール・ハリスは、頭部のイスタブリッシュメ
ント３人を集めロータリーを創設したのである。残
念ながら、第三次覚醒にはいたらなかったのである。

７　現在のアメリカの宗教事情
　このような社会の不公平さや混迷の反省は、ア
メリカのキリスト教徒の深層部で常に潜在し、蠢
いていたのである。この動きは、ベトナム戦争後
に急速に抬頭し、いくつかの禁止事項の核が出来
上がった。
　（1）離婚は、原則として認めない等である。
　以上のような厳しい倫理綱領を掲げた、プロテス
タント福音派が急速に拡大してきたのである。衆知
のとおり、ブッシュ大統領の父やレーガン大統領、
共和党の大統領は、この宗派の協力と支援によって、
当選したことは、いまやアメリカの常識である。

４　むすび
　ダンテの神曲を詳しく説明してもおもしろくな
いと思い、急遽、ロータリーに結び付けて考察し
てみた。ポール・ハリスのお爺さんも本人も敬虔
なプロテスタントの信者であったことは、衆知の
ことである。
　だからこそ、現世で、善行を積み、天国に行く
ことを希求したのである。キリスト教は、一度、
地獄に行くと、天国には戻れないからである。こ
れに対して、仏教は、六道を輪廻するので、地獄
に落ちても再び、天上界や人間界に戻れるので、
危機感と切迫感が希薄である。
　このような視点から、ロータリーを考えると、カ
トリックとプロテスタントの国々とイスラエルは、
多くのロータリアンがいる。また、戒律が厳しくな
い、インドや儒教（韓国と台湾）の国々と日本には、
多くのロータリアンがいる。しかし、イスラムの国々
にロータリーがほとんとないことは、ロータリーが
キリスト教を基盤にしているからにほかならない。
是非、キリスト教（聖書ではない）の歴史を勉強し
てほしい。すると、世界が見えてくる。


