
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

◎司会         ＳＡＡ・親睦委員会 柴崎 信洋 

◎点鐘               会長  小田 泰機 

◎ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

              ソングリーダー 菊池  敏 

「四つのテスト」の唱和              柴崎 信洋                  

◎お客様紹介             会長 小田 泰機 

 岡山西南ＲＣ              椎原 裕二様 

 

◎会務報告              会長 小田 泰機 
８月６日、第２回定例理事会の結果報告 

１、「障がい者テニススクール」の開催日を１０月２日（木）

に決定しました。当日は移動例会（１０月８日、第１ 
 １２２回例会の振替）で、荒天の場合 

 は１０月９日に順延となります。 

２、9/3第１１１７回例会、ガバナー補 

佐臨席「クラブ協議会」議題を“多摩 

自慢の発見・推進について”とします。 

３、“ロータリーディ”開催の可否検討は、 

 継続審議扱いとしました。 

４、田崎幹事から、第４回多摩東グルー 

 プ協議会についての報告がありました。 

 （協議内容は事務局に保存） 

５、ＴＡＭＡ ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵＭへの協力依頼につい

て、協賛広告の掲載を承認。 

６、多摩グリーンロタキッド合唱団と共催予定のチャリティ

ーコンサート（奉仕プロジェクト）について、開催会場

の都合でコンサートを取りやめることとなりました。 

◎幹事報告              幹事 田崎 博実 
回覧：ガバナーノミニー・デジグネート候補者推薦について、 

   ハイライト米山１７３号、ロータリー文庫「資料目録」、 

   7/21「社会を明るくする運動」推進委員会からの、パ

レード参加協力への御礼と写真等を回覧しています。 

     

【 委員会報告 】 

◎出席報告         出席奨励委員会 中谷 綋子   

会員総数                35名 

出席義務者数               27名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           21名 

出席義務免除者           7 名                                     

計               28名 

出席率    28/34  =  ８２.３５％ 

第1114回例会（8/6）訂正出席率７８.７９％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子  

 小田 泰機  今日も歩こうと考えたのですが、妻に 

        責められました。途中で倒れたら困る 

        と思ったようです。 

 田﨑 博実  そろそろ夏休みモードを解消します。 

 足立潤三郎  お暑うございます。この暑さ後1週 

間もすれば大丈夫でしょうか？ 

津守さん卓話よろしくお願いします。 

 荒瀧 義機  真夏らしくいいですね！ 

 遠藤 二郎  お久しぶりです。 

        津守さん卓話楽しみに来ました。 

 大松 誠二  うまい、安い新鮮野菜直売しています。 

 入沢 修自  日差しが厳しいので。（キムさんの個 

展 25日銀座ギャラリー見てきます） 

 伊澤ケイ子  お久しぶりです。津守さん卓話楽しみ 

        です。 

 菊池  敏  本日の津守さんの卓話で涼しくなる 

ような話、お願いします。 

 小泉  博  津守さん卓話楽しみです。 

        少し涼しくさせて下さい。 

 峯岸  忠  津守さん卓話よろしくお願いします 

        早く涼しくなるといいですね！！ 

 三田みよ子  暑いですね、津守さん卓話楽しみに 

        しています。 

 宮村  宏  津守さん楽しみです。 

 森本 由美  津守会員、お盆の時期ですので本日の 

        説法、楽しみにしています。 

 中谷 綋子  津守さん卓話楽しみです。 

 斎藤 誠壽  津守様お話楽しみにしております。 

 関岡 俊二  津守さん卓話楽しみにしています。 

 澄川  昇  久しぶりです これからもよろしく 

お願いします。 

 津守 弘範  今日の卓話よろしく 毎日毎日暑さ 

        で参りました。 

本日の合計￥２０,０００ （累計￥１５３，０００） 

 

◎その他委員会 

★創立25周年記念事業実施委員会 委員長 小泉 博 
会務報告にもありましたが、9/3「クラブ協議会」のテーマ

が、“多摩自慢の発見と推進について”と決まりました。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 小田泰機 幹事 田崎博実    
会報・記録委員長 堤香苗  副委員長 菊池敏  
委員 足立潤三郎 伊澤ケイ子 小泉克雄 峯岸忠 宮本誠 海野榮一 

吉沢洋景 

                                                                                                                                                                   ２０１４．０８．２０ 第１１１５回例会  No.２５－０６ ２０１４．０８．２７ 発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



「僕と私の多摩自慢」と題し、会員か

ら寄せられる“自慢できる身近な事柄”

を、４つのジャンル（文化、景観、生

物、植物）の自慢情報として取りまと

める試みです。８月は 

“ 夏 ”がテーマです。お気づきにな

ったことをどしどしお知らせください。

例会後、実施委員会を行います、委員

各位の出席をお願いします。                         

★ロタフェロー委員会       海野 榮一会員         
当クラブのロタフェローで彫刻家の キム キョンミンさん

が、ギャラリー せいほう（銀座）で個展を開催されます。期間

は８月２５日～９月５日迄で、初日（２５日）夕刻のOpening 

Partyには、由井特別代表、田崎会員、入沢会員が参加される

と伺いました。お繰り合わせのうえご来廊いただければ、 

キムさんご本人も大層心強く思われると想います。 

★ゴルフ同好会          杉山 真一会員 
２４日～２５日“ゴルフ同好会長野合宿”を行います。プリ

ントを配布しておりますのでご覧ください。６時２０分集合、

３０分出発です。（朝食は、おにぎりとお茶を用意します。） 

 

◎卓話者紹介     プログラム委員長 村上 久 
本日は、吉祥院 長老 津守 弘範（仏教名、こうはん）会員

です。よろしくお願いします。 

◎卓話 「仏心について」      津守 弘範会員 
７月２日付で辞令をいただき、私は、住職から長老になりました。

（副住職が住職になリました。） 

よく我々は無信心であるとか、信仰心がないとか、と聞くこ

とがありますが、実は、決してその様なことはありません。

日常普通に使っている言葉の中に、仏の心を現す良い言葉が

あります。それは、一般的に使われている敬語「お」という

言葉ではないかと思います。 

宗祖弘法大師様のお言葉に「仏法は遥かにあらず、心中にし

て即ち近し」があります。敬語の「お」は、そのことをよく

現した言葉ではないかと思います。仏さまは、実は仏像やお

位牌だけにではなく、皆さんから離れたところにいるのでな

く、皆さんの心の中におられるのではないかと思います。 

例えば、皆さんが外出した折、近所の人や親しい人に会った

時に、「今日は何処にお出かけですか」また「お買い物ですか」

等の会話を交わします。この「お出かけ」「お買い物」の「お」

は日常の会話では当たり前のことです。しかし、出かけるこ

とにも、買い物をすることにも、敬語が必要なのか、疑問に

なります。 

また、皆さんが親しい家を訪問された

とき、お茶碗でお茶のお接待を受けま

す。この様に日本人は、物や動詞にま

で敬語をつけて表現します。この敬語

の起源はよく知りませんが、最近、各

方面の外国人が日本にやってきて日本

語を学びます。最初は日本語が大変理解しにくいようであり

ます。 

しばらく日本に滞在するため、日本人から日本語を学ぶ時、

茶碗や皿という言葉を覚えたとします。日本人の先生は決し

て「お茶碗やお皿」とは教えません。滞在が長いので茶碗や

皿を買いたくて瀬戸物屋やデパートに行きます。するとお店

の店員さんは「いらっしゃいませ、お茶碗ですか、お皿です

か」とたずねます。言われたその外国人は、「茶碗、皿」は習

ったが「お茶碗、お皿」は理解できず、この「お」の意味を

日本人の先生にたずねました。すると先生は、「丁寧な言葉で

敬語というのです」と答えます。 

世界中の言葉で、瀬戸物などに敬語をつける国はありません。

その外国人は「どうして瀬戸物にまで敬語をつけるのですか」

と、さらにたずねます。外国の人には、日本語はわかりにく

いのですね。 

皆さんがご家庭で食事の時、幼い兄弟同士の間で、弟さんが

茶碗を間違え、うっかりお兄さんの茶碗に口をつけた時、お

兄さんは怒り、喧嘩になります。なぜ、喧嘩になるかが、問

題です。それぞれ自分の湯呑み茶碗には自分の「愛着心」「魂」

が宿っているから喧嘩になるのですね。 

仏教では、この「魂」のことを「仏または仏心」と言います。 

米国自動車工場の技術主任（米国人）が日産の座間工場を見

学で訪れた際、工場の工作ロボットに“百恵ちゃん”という

擬人化した愛称をつけて慈しんでいる日本の職人さんを見て、

大層驚かれました。職人さんにとっての“ロボット機械”は、

単なる“機械”ではなく、あこがれのアイドルにも匹敵する

大切な“存在”だという事に気づかされたそうです。 

“物を作る道具”に自分の好きなタレントさんの名前を付け

て、大切に手入れをしている職人さんを見て、日本車には、

作り手の愛着がこもっていると、その優秀性を再再確認され

たそうです。（大工、左官・・物を作る道具に“心”を託しま

す。）我々のご先祖さまが、物を大切にする心を教えてくれた

もので、親から子へとその考えを残してくれたからです。ご

先祖さまに供養し、今日の日本を築いて下さったことに、感

謝しなければなりません。  

十善戒 

人として正しく生きていく実践道 

不殺生 生きとし生けるもの すべてこれ尊い生命    行い 

この生命を生かしあおう 

不偸盗 人のものを盗むまい 物も 心も 時間にも   行い 

不邪婬 性の欲望に 流されず 純潔を 守ろう     行い 

     正しい結婚生活を 送ろう 

不妄語 常に 勇気をもって 真実を 語ろう      言葉 

不綺語 ことさらに 言葉を 飾るまい          言葉 

不悪口 人を そしり 傷つけまい                     言葉 

人には美点は あるものだ    

不両舌 無責任な 二枚舌を 使うまい         言葉 

不慳貪 あたえる 喜こびを 知ろう          心 

不瞋恚 怒りは 炎 自分も人も やきつくす      心 

不邪見 かたよった ものの見方は さけよう      心 

行いと、言葉と、心が正しいか否か・・・３つの有様
ありよう

  

ジャンケンポンの語源：料簡（考え）法医（仏の心） 

              リョウケン  ホウイ  

◎お礼と点鐘          会長 小田 泰機 

★ゴルフ同好会長野合宿（８月２４～２５日） 
成績： 優勝     ２位    ３位   会長賞  幹事賞     

一日目、森本由美   伊沢ケイ子 椎原祐二   菊池敏  森本由美  

二日目、萩生田政由 関岡俊二  足立潤三郎 椎原祐二  大松誠二                         

（敬称略） 

 

 

 

 
 

 

２日目、小雨のち晴

れ・・のラウンド 

 
              （今週の担当  海野榮一） 


