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幹 事：細谷 和彦

福住 亮雄会長 「君が代､奉仕の理想」

2009～2010

クラブ年度テーマ『まず行動､そして誇りを持とう！』
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第１０回 例 会 記 録
通 算 ： 第 １１６１ 号

例会日 ： 平成 21年 9月 10日

発行日 ： 平成 21年 9月 17日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「早朝供養例会」

◆次週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊RC会員(敬称略）

福住亮雄 皆様､朝早くからお集まりくださり有難う

ございます。

細谷和彦 皆様ご出席ありがとうございます。

廣部和男 出席免除会員になり､心苦しく思っていま

す｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 28 24 3 87.50%

前々回 28 24 4 8月27日分 0 83.33%

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 福嶋 徹副委員長
茅根正之委員 相馬 元委員 編集担当：相馬 元

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 13 13,000 109,000 336,000 32.44%

米山奨学会 11 11,000 101,000 560,000 18.04%

ﾆｺﾆｺBOX 17 20,000 235,000 1,000,000 23.50%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 11 15,000 129,500

報告

◆会長報告
＊GSEﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ説明会の案内が届いております。
日時：9月17日(木)15:00～17:00
場所：ﾎﾃﾙ･ｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 5F｢ｼﾞｮｲｽ｣
◆理事会報告
1.10月のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
10月 1日(木)職業奉仕委員会担当 石川会員卓話

定例理事会
10月 8日(木)米山記念奨学生 包海笑さん 卓話
10月 15日(木)高津保健所所長 大塚吾郎様卓話

指名委員会準備会発足
10月 22日(木)夜間例会 消防署卓話
10月 29日(木)ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ

2.防災教室は2010年2月18日(木)末長小学校
3.本年度は入会金免除

◆幹事報告
＊第36回高津区民祭関連事業奉仕5団体ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟの案
内が届いております。
日時：11月11日(水)場所：川崎国際生田緑地ｺﾞﾙﾌ場
ﾌﾟﾚｲ代：16,000円 参加費：5,000円 新ﾍﾟﾘｱ方式
締切：10月21日(水)

◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎日吉RC:9月17日(木)を23日(水)12:00～に変更

とんかつ三田（青少年野球8:00～）
＊川崎北RC:9月23日(水)休会(祝日)
＊川崎大師RC:9月23日(水)休会
＊新川崎RC:9月23日(水)休会
◆事務局移転のお知らせ
＊川崎日吉RC
新住所：川崎市幸区小倉1122 ﾊｲｸﾞﾚｰｺｰﾎﾟ ｲｼﾜﾀ305

9月6日(日)に移転済み
◆諸事お知らせ
＊次週9月17日(木)はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問です。全員のご
出席をお願い致します。
またﾈｸﾀｲ､上着の着用をお願い致します。



9月10日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「早朝供養例会」 大蓮寺にて

大蓮寺副住職様のお話

皆様も､色々な仏教の宗派に属している方が多いと

思いますが､そのどの宗派もお釈迦様がお開きになっ

た仏教を信仰していると思います。

そして仏教の究極的な目標は､｢成仏｣する事です。

皆様も色々なところで｢成仏｣という言葉を聞くとは

思いますが､成仏は書いて字の如く｢仏に成る｣という

ことを言います。

ごく一般的には､亡くなった事を｢成仏｣と言う場合

もありますし､｢成仏して下さい｣と言う事もあります

が､本来の意味は亡くなった後､修行によって悟りを

開き仏に成ることが｢成仏｣です。

また､死というものは私たちは一生に一度必ず通ら

なければいけない訳ですが､亡くなった後どうなるか

という事は､誰も教えてはくれない訳です｡

穏やかな心で亡くなっていくためには､その後の世

界はどういうものなのかを知り､やはり｢こうすれば

亡くなった後も大丈夫だよ｣という安心感をこの宗教

というものは私たちに与えているのではないかと思

います。

私たちはお葬式や法事とかの機会で死というもの

を自分の中でとらえ､また生きている間に出来ること

をちゃんとすることが､このお葬式や法事の意味では

ないかと思います。

皆様も色々とお考えの事があるとは思いますが､そ

ういった機会や今日の法要でも構いませんし､またご

自身の家の方のお葬式や法事などを通して自分の生

き方を反省し､そして不安なく亡くなられるようにす

るため､考えて頂く機会になれば､私もお話させて頂

いた甲斐があると思います。

福住亮雄 会長

皆様､朝早くよりお集まりいただきありがとうござ

います。当ｸﾗﾌﾞで毎年行われている､この早朝供養例

会ですが､他のｸﾗﾌﾞではこの様な事をしているか私は

よく知りませんが､物故会員の方々を敬い､供養する

ことは大変素晴らしいことだと思います。

物故会員名簿

川邊 光夫 様 昭和 63年 5月24日没 70歳
野崎二三男 様 平成 2年 4月 8日没 64歳
村岸 孝 様 〃 3年 7月16日没 65歳
古賀 春生 様 〃 4年 12月 8日没 48歳
藤江 勝廣 様 〃 7年 5月12日没 50歳
鈴木 英樹 様 〃 9年 8月22日没 59歳
小黒 辰二 様 〃 11年 2月14日没 74歳
小嶋 章光 様 〃 11年 7月 2日没 72歳
新海 正亮 様 〃 11年 10月24日没 63歳
浅川喜代治 様 〃 15年 4月11日没 62歳
小黒 達夫 様 〃 18年 8月29日没 56歳
原 芳郎 様 〃 18年 11月26日没 81歳

（12名）


