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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      私は曹洞宗の「宗祐寺」の住職で、寺の歴史

は 402 年前の 1616 年に曹洞宗の寺院となりま

したが、それ以前は天台宗の寺院で歴史が 150
年位あります。宗派が変わることは結構、多く

あります。 
      仏教の話というのは内容が広くて、とても卓 

話時間の 30 分ではお話できないので、週報用 
には「曹洞宗の供養」についての原稿を用意し

ましたので、また週報で読んで頂ければと思い

ます。私は曹洞宗の修学をしていますが、住職

にも専門分野があり、民俗学が主になりますの

で、本日は「仏教ものしり話」というテーマで

お話させて頂きます。 
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永保 固紀 

〇曹洞宗の供養 

 ご法事は「追善供養」及び「回向（えこう）」 
とも言いますが、仏教における「供養」は人々 
がお釈迦様を尊崇し、お釈迦様とその教えに出 
会えたことに感謝して、飲食などを供え養うこ 
とに由来します。やがて、その範囲が広がって 
尊崇すべき仏様や菩薩様への供養が行われるよ 
うになりました。 
「追善」は生きている者が故人のために追って 
善い行いをし（作善）、死後の安寧を改めて祈る 
（追福）ことを意味します。「回向」とは追善に 
よって、得られた功徳（善い果報）を自らが得 
るのではなく、故人にそれを差し向ける行為に 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

よって、故人を追福したことに由来します。また 
法事は「法の事」を意味し、法（仏法）を盛んに

するための法要や仏道修業を意味していました

が、その後、専ら故人を弔う法要を意味するよう

になりました。 
このような経緯で、法要を行って作善追福し、

その功徳を故人に回向し、更に家族縁者とお斎

（とき）などを共にする一連の行事を「ご法事」

というようになりました。 
〇ご法事の営み方 

     まず葬儀後に行われるのが、「忌日法要」です。

亡くなった日を 1 日目として、3 日目に行われる

「開蓮（かいれん）忌」に始まり、初七日から七

七日（四十九日）までがそれにあたります。 
この期間を中陰（忌中）といい、近親者は行動

を慎んで、しばらく家に籠るとされ、故人は仏様

のもとで修行をされる期間とも言われます。 
     七七日（または五七日）を「忌明け・満中陰（ま

んちゅういん）」といい、その節目に法要を行い

ます。この日をもって、故人が仏様の座につかれ

るとする地域もあります。 

毎月のご命日を「月忌（がっき）」といい、基

本的なご供養の機会となります。亡くなってから

百日目の法要である「卒哭忌（そっこくき）」を 

    経て、祥月命日に行われるのが「年忌法要」です。 

一周忌に始まり、三回忌、七回忌、十三回忌、 

三十三回忌のほか、十七、二十三、二十七、三十 

七、四十三、四十七、五十回忌などを行います。 

 とりわけ三十三回忌を盛大に行い、五十回忌を 

弔い上げ（最後の年忌法要）とすることが多いよ 

うですが、地域により多様性があります。また事 

情が許せば、ご命日に近い日に営みたいものです。 

 ご法事の形式はインド、中国を経て日本におい 

て、このような営み方になったと言われます。そ 

の営み方の背景には、故人の霊は時間を経る毎に 

安定し、やがて三十三回忌を迎える頃には仏とし 

ての修行も深まり、あるいは祖霊となって家族縁 

者を見守る存在となるという来世観があります。 

また、ご法事ではお灯明・お花・お茶や蜜湯、

お菓子・霊供膳などがお供えされ、その後、お線

香をお供え後、読経・お焼香が行われます。それ 

ら全ての善い行いが功徳を生むとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

先週土曜日はセラピー犬と老人介護施設「グリ 

ーンヒルズ相模原」に慰問に行ってきました。 

今回は入所している高齢者の方々が対象で認知 

症の方が多く、初めはあまり表情のない方もいら 

っしゃいましたが、犬をなでたりすると「かわい 

い」といって喜んで、小さいミニチュアプードル 

が膝に乗って顔を寄せると、涙を流している方も 

いました。 

セラピー犬がフラフープを飛び越える芸で歓声 

 



 

 

があがったり、失敗すると笑ったりしていました。

施設の職員の方にも気持ちよくサポートして頂

きました。ただ、一頭柴犬がまだ慣れていないよ

うで途中でリタイアしましたが、見ていると犬は

オン・オフが結構はっきりしていて、慰問中は高

齢者に甘えていても、仕事としてしっかり捉えて

いるんだなと思って感心しました。 

今回は、光明学園インターアクトの学生が 10

人位参加して下さり、顧問の金子先生や元顧問の

石澤先生も引率に見えられていました。インター

アクトとはこれからも、もっと一緒に事業をやる

など交流を深めていきたいと思います。 

当日の午後は、藤沢で青少年交換学生のオリエ

ンテーションがあり、横溝幹事と一緒に行ってき

ました。早いもので、これから派遣される高校生

とその保護者も見えていて、それぞれ派遣先の言

葉と日本語で派遣先の国の紹介をしました。 

ハンガリーに行く学生もハンガリー語で話し

ていて、いつの間にどこで習うのかと思って驚き

ました。それぞれの国から来た来日学生に通じて

いるのかどうかは不明ですが、うなずいて聞いて

いる子もいました。 

来日学生は「日本で行った一番好きな場所」と 

いう題で日本語でスピーチしました。ボトンド君 

は、ひたすら横浜について結構長く熱く語ってい 

て、周りの人の微笑を誘っていました。 

“親友ができ、楽しかったから学校が一番好き”

という子もいれば、やはり学校が好きだというイ

タリア人の男の子は“学校にすごくきれいな女の

先生がいる”と言っていて、周りに「やっぱりイ

タリア人だね」と合いの手を入れられると、「超

かわいい！」と返していました。天然なのか狙っ

てるのか良く判りません・・。日本語は皆、ある

程度話せるようにはなったものの、やはり進度に

差はあるようですね。 

ドイツとアメリカから来た学生が 6月中に帰国 

するそうで終了証を貰っていました。ボトンド君 

も 7月 10日に帰国だと思うと、本当に 1年が早 

いです。今月 29日に送別会を兼ねて最終例会を 

行いますので、皆さん予定を空けておいて下さい。 

 

 

 

＜委員会報告＞     （概要にて掲載） 

〇会員増強ショートスピーチ       瀬戸 裕昭 

グループ幹事として毎月 

会長幹事会に出席していま 

すので、第 5グループ 12ク 

ラブの増強現況を報告させ 

て頂きます。5月 28日現在 

473名ですが、年度初めは 

439名でしたので、34名増 

（入会 48名、退会 14名）となっています。会員 

数の多いトップ 3のクラブは相模原が 69名、相 

模原西 65名、グリーン 57名です。また入会者が 

多いクラブは南 9名、橋本 8名、西とニューシテ 

ィが各 6名です。当クラブは今年度 2名減となる 

かと思いますが、次年度に向けてお願い致します。 

〇社会奉仕委員会          池之上委員長 

 今回のセラピー犬活動は 

高齢者施設で、涙を流して 

喜んでいる方もいて、感動 

しました。また光明学園イ 

ンターアクトからも顧問 2 

名と生徒 10名が参加して 

くれました。光明学園では 

高齢者施設への慰問は久し振りのことで参加して 

良かったと言っていました。尚、インターアクト 

では新学期に 7名が入部し、まだまだ増えそうだ 

ということです。 

○国際奉仕委員会           藤原委員長 

 先週、阿部会員と龍仁 

RCの全氏のお見舞いに韓 

国を訪問し、また韓国の 

米山学友会とミーティン 

グもしてきましたが、特 

に報告事項はありません。 

龍仁 RCの創立 40周年 

記念式典は今年 10月 4日（木）に市庁舎にて、 

開催予定ですが、会場は変更の場合もあります。 

 

※阿部会員よりの韓国・龍仁 RC訪問の報告は、 

次週週報にて詳細を掲載予定。 

 



 

 

 

 

●冣住会長、横溝幹事 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②米山奨学生の張さん、ようこそ。 

③永保会員、卓話楽しみにしています。 

④6/2（土）セラピー犬奉仕活動に出席された皆様、 

  お疲れ様でした。 

●竹田 繁会員  

①会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②永保会員、卓話楽しみにしています。 

③先月は結婚記念日祝を戴きまして、ありがとうござ 

います。 

●永保 固紀会員 

①誕生日をお祝いただき、ありがとうございます。 

②本日、卓話の時間をいただきました。 

●阿部 毅会員 

①本日卓話の永保会員、宜しくお願いします。 

②誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。後期 

一年を無事終え、76 才になります。新たにゴルフ 

に再チャレンジが目標です。 

●豊岡 淳会員 

①誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

②永保さん、卓話楽しみにしております。 

●河野 崇会員 

①誕生日祝を戴き、ありがとうございます。43才になり 

厄もとれ、気持ち新たに頑張りたいと思います。 

●櫻内 康裕会員 

①会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②卓話の永保会員、宜しくお願いします。 

●小野 孝会員 

①誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②永保さん、卓話楽しみです。 

●甲斐 美利会員 

①誕生日をお迎えの皆さん、おめでとうございます。 

②永保さん、卓話楽しみです。 

●藤本 恵介会員 

①今月誕生日の皆様、おめでとうございます。 

②永保会員、卓話宜しくお願い致します。 

③張さん、お久し振りです。楽しんでいって下さい。 

 

 

 

●佐々木 敏尚会員 

①本日、会員誕生日祝の皆様おめでとうございます！ 

②昨日、次年度幹事として早川会長エレクトと一緒に 

 「増強セミナー」に参加してきました。定員 180 名の 

 部屋が満席で、すごい熱気でした！ 

●老沼 秀夫会員 

①会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②永保さん、卓話楽しみに聞かせてもらいます。 

●金沢 邦光会員 

 永保会員、卓話楽しみです。もうすぐ、お盆の季節 

 ですねぇ。 

●藤原 利夫会員 

①本日卓話の永保会員、宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①6 月誕生日をお迎えの皆様おめでとうございます。 

②永保さん、卓話楽しみです。 

●伊倉 正光会員 

①永保会員の卓話、楽しみにしています。 

②会員誕生日祝の会員皆様、おめでとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日、誕生日祝を受けられる皆様、おめでとうござ 

います。 

②卓話担当の永保会員、宜しくお願い致します。 

③米山奨学生の張さん、ようこそ。今日は親睦の仕事 

ご苦労様でした。 

●大井 達会員 

①永保会員、本日の卓話宜しくお願いします。 

②6 月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

③張さん、ようこそいらっしゃいました。夏はお好きで 

  すか？ 私は苦手です。 

●大塚 正浩会員 

①会員誕生日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

②永保会員、卓話よろしくお願い致します！ 

●池之上 和哉会員 

①6 月誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②永保会員、本日の卓話楽しみです。宜しくお願い 

  します。 

本日のスマイル額    ３３，０００円 

今年度の累計額  １，０１１，４００円 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・河野  崇会員 ６月 ２日 

・豊岡  淳会員 ６月 ３日 

・阿部  毅会員 ６月１７日 

・永保 固紀会員 ６月３０日 

          

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①次年度 米山学友会主催「クリーンキャンペー 

ン」のお知らせ 

米山学友会では次年度最初の主催事業として、

クリーンキャンペーンを行うことにしました

ので、多くの皆様のご出席をお願い致します。

海岸清掃後、昼食はバーベキューを行います。 

日時：7月 8日（日）11時小田急線「片瀬江ノ 

島駅」集合 11:30～海岸清掃 13:00～バーベ 

キュー 16:00現地解散  

会費：3,000 円（当日集金）締切：6月 25日 

 

※大谷ガバナー＆南ガバナーズクラブ感謝の集い 

出欠表（会員有志の参加）を回覧しております。次

週例会までに出欠席をご記入下さい。尚、会費が

事前振込のため、参加者は、事務局へ次週例会ま

でに納入をお願い致します。 

日時：７月３日（火）１８時～  

場所：レンブラントホテル町田 会費：８，０００円 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

＜理事会報告＞ 

①加賀会員より、６月末日での退会届を承認。 

②医療少年院への図書寄贈について。 

先方より図書寄贈は制約があり、難しいので、消耗 

品購入（飲物や菓子等）による支援の依頼。 

当初の趣旨と違うため、備品購入での寄贈で再度 

調整を依頼をする。 

③最終例会（及びボトンド君送別会）の件 

６月２９日（金）１８：３０～「レンブラントホテル町田」 

会員会費５，０００円。 

参加人数は各クラブ会長、幹事、ホストファミリーと 

当クラブ会員で約６０名位を予定。 

ビュッフェ料理・フリードリンクにて行う。 

④今年度収支決算報告の件。（一部は概算金計上） 

  一般会計残高 １，８５３，１２９円 

  奉仕会計残高 １，３５２，４３０円（龍仁ＲＣの祝儀、 

       インター及び地区補助金繰入分を含む） 

⑤周年事業積立金について。 

  上記、一般会計残高より３０万円を積立金とする。 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  中山 徹男 副ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 大塚 正浩会員   

ゲスト   張 珣さん（米山奨学生） 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、河野  崇、中村 勝彦 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 29名） 事前メイク者 
３７名 ２９名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(5/15) 
３名 ９０．９１％ ９３．７５％ 


