
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
◎司会         ＳＡＡ・親睦委員会 藤本 操                              

 

◎点鐘              会長 宮村  宏 

                                            

◎国歌斉唱 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

            ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介           会長 宮村  宏 

伊東西ＲＣ            葛城 武典様 

  岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

  元会員              藤原 正範様 

  米山奨学生            何
か

 超
ちょう

  君 

◎新米山奨学生 何
か

 超
ちょう

 君紹介   

次年度米山奨学生カウンセラー 宮村  宏 

 

現在は電気通信大学の４年生。専

門は情報通信工学。将来の夢は通

信技術を利用して皆のつながり

を楽しく簡単にできるようにし

たいと思っています。 
 

 

◎会務報告            会長 宮村  宏 

１）RIRA第6回研修会のお知らせ6月4日（土）13時～ 

  国立オリンピック記念青少  

 年センターにて開催 

２）米山梅吉記念館見学会兼クラブ移動例会のご案内  

5月29日（日） 費用：ロータリアンは5000円 

３）来日生修了式中止のお知らせ。全国で８０％の来日生

が帰国した為。 

  尚、派遣生激励会は6月5日に行われます。 

４）定例理事会を例会終了後に事務局にて行います。役員

理事の方は出席お忘れなきよう、お願いします。 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

１）回覧物が有ります。 

  ①バギオ便り 

  ②会員名簿の確認願います。 

 

 

 

 

 

２)府中RCよりホームページ立ち上げのお知らせが参 

りました。アドレスがお知りになりたい方は事務局

にお問い合わせ願います。 

３)日野RCより例会臨時変更のお知らせが有りました。 

 ４)いわき平中央 RC よりハガキにて、「東日本大震災に

伴う風評被害など大変迷惑しておりますので、願わ

くは冷静なご判断の程、適切なる行動を促して頂き

たいと心よりお願い申し上げます。」との事です。 

 ５)今年度の活動報告の総括を20日までに各委員長の 

方々は事務局までメール又はFAX送信願います。 

 

◎次年度会務報告       会長ｴﾚｸﾄ 小泉  博 

１） ５/１８に行われます次回例会が、地区協議会と重なっ
ておりますので、会長、幹事ほか何名かは地区協議会

に出席いたしますので、例会は欠席いたします。 
２） それに伴いまして、被選理事会を 5/18 に予定をして
いましたが、5/25夜間例会の前、17時予定で開催さ
せて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告       出席奨励委員会 足立潤三郎 

 

会員総数              ３６名 
  出席義務者数            ２８名 
  出席者数     出席義務者    ２０名 
           出席義務免除者   ６名                                                      

           事前ＭＵ      ２名  
           計        ２８名 
出席率      28 34   = ８２．３５％ 
第964回例会（4/20）訂正出席率 ７９．４１％  

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 杉山 真一 

葛城 武典様 静岡の伊東から来ました。会長（プロ） 

        とは、毎年テニスキャンプでお世話に  

        なっております。今日は宜しくお願い     

        します。 

 宮村  宏  葛城さんようこそいらっしゃいました。 

        何 超さん(米山奨学生)いらっしゃい。 

        津守さん卓話楽しみです。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３多摩市落合1-43京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 宮村  宏   幹事 菊池 敏 会報・記録委員長 吉沢洋景 
副委員長 山田 勍  委員 荒瀧義機 片山哲也 小泉 博 宮本 誠 
              中谷綋子 小笠原悟 柴崎信洋 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０10～２０１1年度 

 

地域の力となり、その輪を広げよう                

 



 菊池  敏  お久しぶりです。津守さん卓話楽しみ 

        にしております。 

 足立潤三郎  津守さん卓話たのしみです。先日竹の子 

        掘りに行けなくて残念でした。 

 遠藤 二郎  お久しぶりです。 

 萩生田政由  津守様本日の卓話、楽しみにしています。 

 伊澤ケイ子  津守さん卓話楽しみです。竹の子掘り、 

 ありがとうございました。 

 齋藤 誠壽  津守様、お話 楽しみにしております。 

 関岡 俊二  津守さん卓話よろしくお願いします。 

 津守 弘範  先日の竹の子掘りはどうでしたか。 

   海野 榮一  津守さん竹の子掘り、ありがとうござい 

          ました。今日は卓話楽しみです。 
 本日の合計￥ １３，０００（累計￥８４２，１３８） 
 

◎その他委員会 

 ☆募金活動委員会         猪俣 末男会員 

本日、個人あてに資料を配布させて頂きました。Ｒ財

団、米山奨学金の寄付をお願いします。配布資料の無

い方も、いっそうの寄付をよろしくお願い致します。 
 ☆ゴルフ部        ゴルフ幹事 大松 誠二 

１）6/13プロアマチャリティーゴルフに当クラブより 
４組参加予定。参加する方には資料を配布してあ 
りますのでご覧下さい。参加費は1万5千円。 
ゴルフ部（スクラッチ会）より5千円補助します。 

２）6/27多摩市社会福祉協議会のチャリティーゴルフ
コンペがあります。こちらはまだ若干参加募集し

ておりますので、ご応募下さい。 
 
◎伊東西ロータリークラブ 葛城様「バナー交換」 

                  会長 宮村  宏 

◎伊東西ＲＣ 葛城 武典様よりご挨拶 

 貴重なお時間を頂きありがとうございます。テニスのお

客様をメインとした宿泊

施設と有料の老人ホーム

を経営しております。会長

とは古いお付き合いで、今

回、20周年記念事業の車椅
子テニスのDVDを見せて
頂きまして、是非こちらの

RC に来たいと思いまして、
初めて外にメイキャップ

しました。伊東では今新茶がとれていますが、震災の影

響で売れていません。是非、新茶と伊東の温泉を宜しく

お願いします。 
◎総会 クラブ細則改定の提案   会長 宮村  宏 

      細則検討委員会 委員長   宮本  誠 

以前に細則改定案をお配りして、すでに熟読して頂いてい

ると思いますが、本日再度、改定部分のみ抜粋でお配りま

した。この案について何かご質問があればお受け致します。 
＜採決＞ 
質問者なし。改定案は賛成多数で可決されました。 

 
◎卓話 ｢私の生い立ち｣       津守 弘範会員 

現在、吉祥院の住職ですが、実は若い頃はお寺に生まれ

ながら坊主になるのが嫌で嫌で仕方なかった。そのこと

をふまえてお話させて頂きます。 
高等学校は国立にある桐朋高校に行きました。国語は苦

手でしたが、仏教系の学校

に行くように言われ、東洋

大学へ進学しました。学部

はキリスト教史を専攻し

ました。おそらく日本中の

お坊さんの中でキリスト

教史を専攻して坊主にな

ったのは私だけだと思い

ます。しかしこれには理由

があります。１つは、東芝 
電気の戦前の電球は「マツダランプ」といっていました

が、これは日本語ではなく、この「マツダ」は古代ペル

シャの光の神を「マツダ」といい、今現在よく見られる、

仏様の後ろで光を放っている後光ことをを「マツダ」と

いいます。これがインドに影響を及ぼして仏教と共に日

本に入ってきたこと。 
２つめは、二十世紀初め頃、イギリスのゴルドン夫人が

「キリスト教を日本で初めて学んだのは弘法大師だ」と

いって讃え、論文を書き、弘法大師が開いた高野山にそ

の論文を送っております。高野山ではこの人を讃えて一

の橋にゴルドン夫人の碑をつくりました。そのことは元

高野山大学学長・現高野山座主の曼荼羅の中に書かれて

います。空海が学んだのはキリスト教ネストリウス派で

今では消滅していますが、中国の景教です。(中略) 
ある時、高野山で若いお坊さんに「ゴルドン夫人の碑は

どこにあるのか」と聞くと全く知りませんでした。事ほ

ど左様に殆ど知られてないことです。また仏教では水の

ことを「あか」といいますが、これも外国語の「アクァ」

という「水」を表す言葉から来ています。このようにキ

リスト教と仏教の関係、西洋文化と仏教の関係を勉強し

たことが理由で、家に戻って来る気になりました。 
そして坊主になって仏教をやろうと決めました。 
吉祥院については、創建は鎌倉初期頃であり、山号は唐

沢山、院号は吉祥院、寺号は明王寺であります。東北か

ら攻めてきた新田義貞の二男義興が吉祥院に泊まった

ことがあり、しだれ桜を持ってきて植えたのが「彼岸し

だれ桜」で、これは東京都の文化財にも指定されました。

このしだれ桜については、井上靖の小説「憂愁平野」に

も紹介されております。 
今、お寺の果たす役割として、地域に対していろいろな

ことをしておりますが、日本では宗教に関しての公共施

設での講演は一切禁止、布教はできないので、民生児童

委員・人権擁護委員・保護司・教誨師・ロータリークラ

ブ等に参加して活動しています。 
◎お礼と点鐘          会長 宮村  宏  

  （今週の担当：小泉  博 ） 

※前号第965回会報の誤字訂正のお知らせ 

左右揺震→左右揺振  渇→喝  法華経→法句経  


