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2014 年 4 月 17 日（木） 第２６２２回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 38
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱

「我等の生業」 「覇気あれ我がクラブ」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「一切は縁において」越場 實様 （ゲストスピーカー・丸越鋼具伊勢原株式会社 代表取締役）
４月度定例理事会議事録

◎ゲスト・ビジター紹介
越場 實様（ゲストスピーカー・丸越鋼具伊勢原株式会
社 代表取締役）、加茂正司君（名誉会員）
◎幹事報告

通常例会料理＋追加料理（１品）＋フリードリンク
費用：4,500 円

◇ガバナー事務所より
＊２０１６年規定審議会立法案提出依頼

①ヴー・ホワン・ミン君送別会(５/２９(木))の件

提出締切：２

０１４年 ７/３１（木） 提出先：ガバナー事務所
添付書類・・・ ・２０１６年規定審議会立法案の提出方

参加者会費：2,000 円（開催時に受付で集金）にて承
認
②親睦旅行について

法 ・規定案例（13-12） ・決議案例（13-156）

・添乗員なし

◇クラブ幹事・クラブ事務局研修の案内

・参加費：9,000 円にて承認

・５/１７（土） １３：３０～１６：００

③その他

・アイクロス湘南７階研修室

＊2002 年里山公園に植樹された欅の木にロータリー

◇米山記念奨学会より ＊ハイライトよねやま １６９
◇タウンニュース
◎例会変更
☆寒 川

５/ ５（月） 休 会 （祝日のため）
５/１９（月） ⇒ ５/１８（日）～１９（月） 焼津

温泉「松風閣」 （創立移動例会）
５/２６（月） １２：３０点鐘 （例会後、ヨコレイ
(株)伊勢原物流センター訪問）
☆綾 瀬

４/２９（火） 休 会 （祝日のため）
５/ ６（火） 休 会 （振替休日のため）
５/１３（火） １５：００点鐘 ザ・ウィングス海

老名 （創立４０周年記念例会）
◎会報 着 相模原・綾瀬・寒川

プレートを取り付けることで承認
＊綾瀬ロータリークラブ創立４０周年記念例会
藤沢ロータリークラブ創立６０周年記念例会
両例会に、会長･幹事 出席で承認（御祝金 30,000 円）

◎出席報告 大箭剛久会員
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スマイル報告
加茂正司君

卓話「一切は縁において」

お久し振りです。

越場 實様（丸越鋼具伊勢原株式会社 代表取締役）

越場様、卓話よろしくお願いします。

加茂さん久しぶりです。また顔を見せて下さい。
大森久巳男君

ゲストスピーカー越場實様ようこそいらっし

ゃいました。加茂様ようこそ！お会いできて嬉しいです。
伊藤留治君

越場様、本日はお世話になります。加茂さんよ

うこそ。
田中賢三君

越場様、本日はスピーチよろしくお願い致しま

す。加茂さんようこそ。先日は出口会長・横山貢幹事、中山
さん他、たいへんお世話になりました。
和田幸男君

名誉会員の加茂さん、ようこそ。ゲストスピー

カーの越場様、よろしくお願い致します。
茂君

加茂さん久しぶりです。時には顔を出して下さ

い。ゲストスピーカーの越場さん、よろしく。
大箭剛久君

越場さん、本日は卓話よろしくお願いします。

加茂さんお久しぶりです。今からでも名誉会員として出席率
90%達成を！
澤邑重夫君

加茂さん、ロータリー的にはお久しぶりです。

越場様ようこそ。本日はよろしくお願いします。
古知屋光洋君

ゲストスピーカーの越場様、卓話楽しみにし

ております。
吉田恵子君

すっかり葉桜になりましたね。何年かに一度の

カゼを引いております。越場様、卓話楽しみにしております。
水嶋

聡君

越場様、いらっしゃいませ。加茂様ごぶさたし

ております。皆様に幸有れ！
下里洋一君

ゲストスピーカーの越場さんようこそ。今日は

卓話をよろしくお願いします。加茂さん久しぶりですね。ち
ょこちょこおいで下さいませ。
小林

亨君

ゲストスピーカーの越場様、本日よろしくお願

いします。加茂さん久しぶりです。ようこそ！更に本日早退
させていただきます。
西山国男君

加茂さんいらっしゃいませ。丸越鋼具伊勢原・

越場様、卓話宜しくお願いいたします。
大木

暁君

８７．８８％

杉田祐一会員

出口敬純君＆横山貢君

平井

修正出席率

加茂さん、久しぶりです。越場様、卓話楽しみ

にしております。
小澤耕一君

越場實様ようこそ！卓話楽しみにしています。

杉田祐一君

ゲストスピーカー越場様、卓話よろしくお願い

いたします。加茂様、またお会いできて嬉しいです。
［本日 19 件、26,000 円です］

「仏教とは」
仏の教え（釈尊の教え）仏即法（真実の教え）成仏教（仏に成
る教え）
自灯明、法灯明＝法を灯明（智慧の光）として照らされた自ら
を灯明とし依所として自らが仏道を歩む。
「自利利他」＝自らを悟りのために修行し努力すること、他人
の救済のために尽くすこと。
「法蔵菩薩の四十八願＝阿弥陀仏」
私はこのような仏になりたいという、仏身に関する願い。
（三つの願）私はこのような浄土建立したいという、浄土に関す
る願い。
（二つの願）私はこのような方法で人々を救いたいという、衆生
に関する願い。
（その他の四十三願）四十八願中十八願＝（本願）
仏教（仏法）は衆生救済のための法である。
「ロータリー四つのテストは仏教に通じる」
真実かどうか。
（真実心）みんなに公正か。
（平等）
好意と友情を深めるか。
（自信教人信）
みんなのためになるかどうか。
（布施）
宗派により多少違いはありますが、釈尊の教えを聞法により教律
論蔵としたものです。
「僧侶のあり方」
得度とは、仏教における僧侶となるための出家の儀式でありま
す。正式な作法を通して僧侶に相応しい姿となることによって、
仏のみ教えを信じ仏の徳を身に具えることです。寺は法人化され
住職は代表役員、その寺に所属する僧侶を衆徒と呼びます。私は
得度二年後に教師教修（住職過程）を修得しました。法を述べる
ということは、釈尊の教えを間違い無く正しく伝えることです。
教師ではなく教使となります。私は寺族では無く法務に際し劣等
感を抱いておりましたが、そうではなく、阿弥陀仏、親鸞聖人の
司宰者である自覚のもとに法事の皆様と接しております。宗派に
より徳を積む（修行＝自力）
（精進＝他力）と解釈して良いと思い
ます。自力で悟る者、他力におすがりする者。他力とは誰もが仏
になれるという事です。
（愚禿親鸞、愚かな法然房）
歎異抄、第三条（善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや）
善人は往生をとげられるが、それ以上に悪人はなおさらのこと。
それ、人間の浮生（ふしょう）なる相（そう）をつらつら観（か
ん）ずるに、おほよそはかなきものはこの世の始中終、幻のごと
くなる一期（いちご）なり。されば、いまだ万歳（まんざい）の
人身（にんじん）を受けたりといふことを聞かず。一生過ぎやす
し。今に至りて誰（たれ）か百年の形体（ぎょうたい）を保つべ
きや。我や先、人や先、今日ともしらず、明日とも知らず。遅れ
先だつ人は本（もと）の雫末の露よりも繁しといえり。されば、
朝（あした）には紅顔ありて夕（ゆうべ）には白骨となれる身な
り。すでに無常の風来たりぬれば、すなわち二 つのまなこたちま
ちに閉ぢ、一つの息ながく絶えぬれば、紅顔むなしく変じて桃李
（とうり）のよそほひを失ひぬるときは、六親眷属（ろくしんけ
んぞく）集まりて嘆き悲しめども、さらにその甲斐あるべからず。
さてしもあるべきことならねばとて、野外に送りて夜半（よわ）
の煙となしはてぬれば、ただ白骨のみぞ残れり。あわれというも
なかなかおろかなり。されば人間のはかなきことは老少不定のさ
かいなれば、誰（たれ）の人も早く後生（ごしょう）の一大事を
心にかけて、阿弥陀仏を深く頼みまいらせて、念仏申すべきもの
なり。あなかしこ、あなかしこ。

