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『こころの中を見つめよう
博愛を広げるために』

第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎高津ロータリークラブ

事務局：〒213-0041川崎市高津区溝口2-14-1むらたビル３F

例会場：ホテルKSP TEL 044-819-2211

例会日：毎週木曜日 12:30 / 毎月第4週 18:00

会 長：田中 薫

幹 事：鈴木 良一

田中 薫会長 「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

2011～2012

クラブ年度テーマ

『 ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり、思いやりの気持ちを持とう 』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第 １０ 回 例 会 記 録
９月は｢会員増強及び拡大月間」です。

通 算 ： 第 1252号

例会日 ： 平成 23年 9月 15日

発行日 ： 平成 23年 9月 22日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢早朝供養例会」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「卓話 米山記念奨学生 史潤宇様」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊RC会員(敬称略､順不同)

田中 薫 早朝供養例会よろしくお願いします。

鈴木良一 皆さん早朝からご苦労様です。

三家 護 9/21～30は秋の全国交通安全運動です｡

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

◆会長報告
＊第2590地区2011-12年度米山学友会(横浜･川崎)総会
開催の案内が届いております。
日時:10月1日(土)17:00～
場所：(総会)かながわｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ会議室402

(懇親会)旬菜やくらら
回答締切:9月18日(日)
＊第2590地区2011-12年度地区大会 新世代交歓会の案
内が届いています。
日時:10月23日(日)9:30～16:30
場所：鶴見大学会館
参加料：無料
※参加ご希望の方は事務局までお知らせ下さい。
＊9月14日(水)会長幹事で会長幹事会に出席しました。
◆ 幹事報告

報告

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 10 60.00%

前々回 27 25 10 9月1日分 4 76.00%

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 相馬 元副委員長
三富末雄委員 森山圭介委員 編集担当：相馬 元

ﾛｰﾀﾘｰ財団 9 9,000 125,000 336,000 37.20%

米山奨学会 8 8,000 125,000 560,000 22.32%

ﾆｺﾆｺBOX 8 9,000 204,000 1,000,000 20.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 9 9,000 162,000 500,000 32.40%

◆ 幹事報告
＊神奈川県立高津養護学校より第21回運動会開催の案
内が届いております。
日時:10月1日(土)9:30～11:40 12:40～14:05
場所：高津養護学校 ｸﾗｳﾝﾄﾞ
◆ 他ｸﾗﾌﾞより例会変更の案内が届いております。
＊川崎とどろきRC:9月19日(月)休会（祝日休会）
9月26日(月)18:00～

移動例会 横浜みなとみらい 万葉倶楽部
＊川崎中央RC:9月19日(月)休会 10月10日(月)休会
＊川崎多摩RC:9月22日(木)休会
＊川崎中原RC:9月22日(木)休会
◆ 近隣クラブより会報が恵送されております。お目通
し下さい。(順不同）☆川崎とどろきRC ☆川崎中RC
◆諸事お知らせ
＊次週9月22日(木)の例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは米山記念奨学生
史 潤宇さんの卓話、夜間例会です。



９月１５日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「早朝供養例会」

大蓮寺 沼倉雄人 副住職
私は3年前に副住職の代わりに務めさせて頂いた事

が御座いました｡ご存じの方もいるかと思いますけれ

ども､今年5月に副住職が先立ちまして､その節は皆様

のご協力を頂き､お通夜､葬儀を滞りなく務めさせて

いただきました｡本当に有難うございました。

人が亡くなるとその行先がどこに行ってしまった

のだろうと気になるものですが､浄土宗ではお念仏を

お唱えした方は必ず､阿弥陀様の極楽浄土に迎えると

言う安心感が御座います｡

悟りを開くにはどのような方法があるかと言うと

お釈迦様は6つの事をお説き下さっております。

それは六波羅蜜と申します。

１．｢布施｣（ふせ）

財を与える､それはお寺にお納めするお金もそうで

すけれども､本来はそういった物だけではなく､色々

な物を分け与えたりとか､もしくは私が皆様にお話を

しているように､心のより所となる事をお伝えする事

も布施波羅蜜で御座います。

２．｢持戒｣（じかい）

戒律を守ると言う事で御座います｡やはり命のある

ものの中には様々な事があります｡特に人ですと､こ

れをしない方がいいという頭が働きまして､これは良

くない事だと言う事が沢山あります。

そういった良い事をなるべく行うと言う事で戒律は

あるのだと思います。

３．｢忍辱｣（にんにく）３．｢忍辱｣（にんにく）

生きていると様々な苦しみが御座いますので､その

苦しみを耐え忍ぶと言う事を一つの修行として､お釈

迦さまがお伝え下さっております｡

生きているものの基本的な苦しみとして､愛している

人や身近な人と別れなければいけない､この世の中で

別れなければいけないという事､逆に憎んでいる人と

会わなければいけないという事もあります｡

生きている間は色々と耐え忍ばなければならない

事があると言う事で御座います。

４．｢精進｣（しょうじん）

他の六波羅蜜の中の5つの波羅蜜修行を一生懸命頑

張る､弛まず努力すると言う事で御座います。

５．｢禅定｣（ぜんじょう）

禅宗系の修行にはありますけれども､精神を集中さ

せて安定させる｡物事のこだわりをなるべく無くすと

いう事によって､心の安定が図られる｡そういった事

をしっかり修行しなさい｡という事で御座います。

６．｢般若｣（はんにゃ）又は｢智慧｣（ちえ）

今までの他の5つの波羅蜜の実践によって､真実の

智慧を得ると言う事で御座います。

これら6つの修行を致しまして､仏教では悟りを開

く事が出来るとお釈迦様がお伝え下さっております｡

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
村田 泰一 様 〃 11年 4月10日没 78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
持田 保雄 様 〃 21年 12月13日没 97歳
宮坂 昌人 様 〃 21年 12月14日没 63歳


