
 

◇歌唱 「手に手つないで」    ◇会長挨拶  ◇幹事報告 

◇委員会報告 クラブ研修 他    

◇卓話 『職業奉仕卓話』 木村邦佑君・成田栄二君・橋本正一君 
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2018-2019 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 59 代会長 岩澤 あゆみ 

第 59 代幹事 中山 冨貴子 

2019 年 4 月 25 日（木） 第２８４７回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 38 

＝本日の例会行事＝ 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊２０１９－２０年度 地区補助金配分決定の件 

 ■地区補助金配分額：＄４，５００.００  ■ロータリー財団申請

額：＄４，５００.００ 

 （２０１９年７月以降 ＴＲＦからの入金時のレートで振込金額が

確定します。） 

 ■補助金管理説明会の案内  ◉５/１４（火）１６：００～１７：３０ 

◉第一相澤ビル３階「会議室」 

◇タウンニュース 

◎委員会報告 

クラブ戦略［杉田会員］アンケート回収のお願い 

親睦［小澤会員］：バス旅行 5/16 9:20 集合の確認 

ゴルフ同好会［伊藤和明会員］：6/26（水）コンペ開催 

澤邑重夫エレクト：例会後クラブ協議会開催のお知らせ 

 

 

田中賢三君 東京銀座ＲＣ薗さん、ようこそいらっしゃいまし

た。大歓迎です。木村邦佑さん、成田さん、橋本さん、本日の

職業奉仕卓話、楽しみです。4/21 の地区研修協議会御出席の

皆様、たいへん御苦労様でした。 

加藤 寛様 今日、運転免許証の更新手続きに行って来まし

た。いつか返納する日が来る！かな．．．？ 

大森久巳男君 木村邦佑君、成田栄二君、橋本正一君、職業奉

仕委員会卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

成田栄二君 平成最後の例会となりました。卓話、毎日発声練

習をして、よい声のお二人と一緒で困惑しています。 

河本啓伸君 天才ミュージシャンのライブにお越しの皆様、ラ

イブは 4/29（昭和の日）午後 4 時開演ですので、お待ちが手

なきよう。その宣伝で本日 17 時より JCOM デイリーニュー

スに出演させて頂きます。見た方がいいと思います。 

和田幸男君 木村さん、成田さん、橋本さん、卓話よろしくお

願いします。 

澤邑重夫君 先日は地区研修協議会おつかれさまでした。懇親

会での食料とドリンクの確保は見事で、我がクラブの団結力を

垣間見た次第です。地区研修協議会出席のみなさまのご意見を

のちほど頂きたいと思います。クラブ協議会、よろしくお願い

いたします。 

杉田祐一君 地区研修協議会に参加の皆さおつかれさまでし

た。木村邦佑さん、成田さん、橋本さん、卓話楽しみにしてお

ります。 

大箭剛久君 昨日見ていたテレビ番組で、1914 年に絶滅した

「わらいふくろう」の話をしていました。番組によると、絶滅

の理由は「笑すぎたから」。おかしくて、我が家が絶滅しそう

になりました。 

富田桂司君 岩澤会長、クラブの皆様、地区補助金の獲得おめ

でとうございます！いよいよプロジェクト実施の準備開始で

すね。引き続きクラブ全員参加にて頑張りましょう！ 

徳舛幸丈君 本日もよろしくお願いします。 

 

◎スマイル報告 伊藤和明会員 

薗 信雄様（東京銀座ＲＣ）昨日、平成最後の例会なので東

京のホームクラブへ行ってきました。4ケ月ぶりだったので

「茅ヶ崎はどう？」と質問されました。うっかり貴クラブを

「うちのクラブは．．．」と言ってしまいました。どうもすみ

ません。私はメイクアップのビジターです。 

岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 平成最後の例会となりまし

た。東京銀座ＲＣの薗様ようこそお越し下さいました。本日

は職業報卓話の皆様よろしくお願い致します。例会後にクラ

ブ協議会がございます。皆様ご参加お願い致します。 

横山 貢君 私事ですが、先日かながわグルメフェスタ

2019 で金賞を頂くことが出来ました。初日の中間発表 5 位

でしたので、半ば心が折れましたが、見事 1 位。頑張ってく

れたスタッフ、応援して頂いた皆様、駆け付けてくれた薗さ

ん、ありがとうございました。 

伊藤留治君 地区研修協議会出席の皆様、お疲れ様でした。

本日卓話の木村邦佑さん、成田さん、橋本さん、楽しみにし

ております。 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

４／２５ ２８４７ ４５ ４２ ３８ １ ３ ９２．８６％  

４／１１ ２８４５ ４５ ３７＋５ ３３ ２＋３ ４ ８３．３３％ ９０．４８％ 

 

 

 

出席報告 細井年春会員 

職業奉仕卓話 木村邦佑会員 

 お坊さんは本来、お釈迦様の教えを受け継いで皆に弘めて

いく人です。お経とはお釈迦様の教えそのものです。お釈迦

様は時や場所・人の様子に応じて多種多様の教えを説きまし

たから、たくさんの教えがあります。ですがその大半の教え

は「対“苦しみ”」です。人は生きていくうえで苦しみを背負

います。生きていく苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死

の苦しみ．．．これらをどう受け入れて乗り越えて生きるかを

説いているのです。ですから本来私たち僧侶は生きている人

間にこそ寄り添っていなければならないはずです。以前、岩

澤会長が「呉服屋はその人の人生にずっと寄り添って行くも

の」だと言われました。他の方も共感している方が多いと思

いますが、まさしく私もです。私の所は特に日蓮宗ですから、

ご祈祷をします。安産のご祈祷をし、生まれてくる子の名前

を姓名判断して考えもします。初参りの成長祈願、数年経っ

て七五三参りに来た子にご祈祷し、合格祈願で入試を応援し

たり、たまにですが仏前結婚式も致します。地鎮祭や八方除

け、私は九星気学も見ますので、引っ越しの方位の相談、事

業を興すときの運気も見ます。厄年に厄除けして、病気がよ

くなるように祈ったり、そして最後を迎えた時にはお経で見

送り、魂の世界での生き方、苦しみからの脱却を説いて安ら

ぎの世界へ導きます。死者を供養することで、残された家族

の心を癒やし、安らぎを得ることも出来ます。 

 お寺、そして私たちお坊さんがその特殊な環境を以て、広

く奉仕ができる可能性は無限にあると思います。そして仏教

にもバッチリと 4 つのテストが当てはまります。「言行はこれ

に照らしてから。一つ 真実かどうか 一つ みんなに公平

か 一つ 好意と友情を深めるか 一つ みんなの為になる

かどうか」⇒「依法不依人 法に依って人に依らざれ 一つ 

お釈迦様の教えかどうか つまり経典にあるか 一つ 全て

のものに平等か 一つ 互いに心の内にある仏さまを敬い 

尊敬しあえるか 一つ 自分のことではなく他の為に行いを

せよ」 

 菩薩行の実践。私の職業奉仕は今を生きる人間に寄り添っ

てお釈迦様の教えを伝えながら世界の平和に貢献することで

す。私たちの仕事はよりよい社会作りに貢献できる有難い仕

事です。これで私の僧侶としての職業奉仕のお話しを終了し

す。私たちの仕事はよりよい社会作りに貢献できる有難い仕

事です。これで私の僧侶としての職業奉仕のお話しを終了し

ます。有り難うございました。 
 

成田栄二会員  

 茅ヶ崎ＲＣ、2780 地区それぞれの職業奉仕に対する考え方

を時間の許す範囲でお話したいと思います。紹介程度になろ

うかと思います。 

 まず茅ヶ崎ＲＣの職業奉仕ですが、以前は職業奉仕・社会

奉仕・国際奉仕の３大奉仕については必ずフォーラムがあり、

テーマが難しいこともあって、出席するのが嫌だなぁと思っ

ていたのを記憶しています。20 年ほど前、私が入会まもない

頃に伊豆の競輪学校へ行った際のフォーラムテーマは「ロー

タリアンとクラブの関わり」というもので、さらに難解な副

題がついていました。岩澤現会長のおじい様である岩澤正さ

んはフォーラム前に職業奉仕のことを勉強されたものを便箋

にまとめてこられて、それを会員歴の浅い会員に読ませたり

もしていました。地区研修協議会の新会員部門などでもよく

言われることですが、職業奉仕は他の奉仕団体にはない考え

方で、ロータリーの金看板であると。茅ヶ崎ＲＣの職業奉仕

への考え方は、日本のロータリーの本流であったと思います。 

 2780 地区に於ける職業奉仕では、茅ヶ崎湘南ＲＣの神崎

PG がひじょうに理論的に話されます。それと同じ方向性な

のが秦野ＲＣの竹内 PG であり、茅ヶ崎湘南ＲＣの松宮 PG

であろうかと思います。当クラブの田中 PG は「善行は世の

為、人の為、巡り巡って我が身に還る」というようなことを

仰っていました。これはもしかすると社会奉仕に相当するこ

とかもしれませんが。 

 ＲＩでは社会奉仕・国際奉仕の話がほとんどで、職業奉仕

について話をされたＲＩ会長はタイのビチャイ・ラタクルさ

んくらいだったと思います。なので、ＲＩが職業奉仕につい

てどう考えているのかはわかないところであります。 
 

橋本正一会員 

 宗教というのは人間だけが持っているものです。なぜかと

言えば、人間だけがやがて亡くなるということを知っている

からです。安心して亡くなっていきたいという気持ちが宗教

を生み、発展させてきたのだと思います。ですから、私は宗

教というのは安心して亡くなっていくために存在しているの

だと考えています。 

 山に登るにはいろんな道があります。ロープウェイのある

山もあります。お釈迦様は、いろいろな人に対して、その人

たちがわかるような道をお話されたのだと考えています。そ

れが仏教であり、それが宗派に分かれていったということで

しょう。私は浄土真宗という絶対他力という教えの宗派です。

阿弥陀如来の力によってお浄土に生まれてゆくんだという考

えです。自分の力を必要としない、認めないというものです。

「お浄土に生まれてゆく命なんだ」というお説法をお釈迦様

がされたわけです。 

 私は旅好きでよく旅行に行きますが、その時に「どこへ行

くんですか？」と尋ねて「どこだかわかりません」と答える

人はいませんね。ところが、人生に於いてはどこに行くのか

がはっきりしていない方がほとんどではないでしょうか。や

がて亡くなっていくわけですが、亡くなってどうなるのかが

明らかになっていない。そこに人間の根本的な不安があるの

だと思います。そこで浄土真宗の僧侶として「お釈迦様はあ

なたはお浄土に生まれてゆく命である」と仰り、最終目的地

を示して下さっているということをお伝えしてゆきたいと願

っています。お浄土でまた会えるのだということを伝えてゆ

くことが私の職業奉仕ではないかと考えています。 

北村公子君 ご案内しましたが、6 月 17 日商工会議所女性

会 30 周年記念講演会が菊地幸夫氏をお迎えして開催され

ます。ぜひご来場くださいますようお願いいたします。 

木村信一君 職業奉仕卓話の皆様、楽しみにしております。 

小澤雅彦君 スペインクラブがロケ地になったことで話題

の映画「パラレルワールドラブストーリー」が 5 月 31 日ロ

ードショーです。楽しみですね！ 

橋本正一君 平成最後の例会、平成最後のミニ卓話をさせ

ていただきます。どうなることでしょうか？ 

木村邦佑君 薗様ようこそです。横山さん、かながわグルメ

コンテストグランプリ金賞おめでとうございます。メンチ

で蔵が建ちますネ。徳舛さん、おかえりなさい。 

安武 勝君 木村さん、成田さん、橋本さん、卓話よろしく

お願い致します。 

熊澤孝之君 木村さん、成田さん、橋本さん、卓話楽しみに

しています。よろしく。 

野中範郎君 会長が JCOMの湘南人図鑑という番組に出演

してますので、観てください。みなさまのご出演お待ちして

おります。 

伊藤和明君 木村邦佑さん、成田さん、橋本さん、卓話よろ

しくお願い致します。今日は大箭さんの歌が聞けず、さびし

いです。 

［本日 24 件、39,000 円です］ 


