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東京日野ロータリークラブ 第２２１１回 週報

例会プログラム

司会 小峯 敏夫

例会進行委員

開会点鐘

藤林 良昭 会長

ロータリーソング

ソングリーダー

飯作 金彦 君

『君が代』

『奉仕の理想』

ヴィジター・ゲスト紹介

名誉会員（卓話講師） 川澄 祐勝 様

公認会計士 坂 有希子 様

米山奨学生 ナイン・ウィン君

東京日野ＲＡＣ会長 手塚 真衣 様

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

委員会等報告

会員増強・親睦委員会 山下委員長

新世代奉仕委員会 松浦委員長

出席委員会 横倉委員長

ゴルフ会 野村幹事長

卓話 名誉会員 川澄 祐勝 様

『 神と仏 』

食事 四季懐石 葵 （土方会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

こんにちは。会員増強は家族を増やすことだと捉え

て、前向きに取り組んでいきましょう。

７月２７日に新宿ヒルトンで、米山奨学制度に関する

委員会がありましたが、本日は米山奨学生のナイン・ウィ

ン君が例会に参加してくださいました。

昨日、多摩南グループの会議がありました。ＲＹＬＡ（ロータリー青

少年指導者養成プログラム）への参加者を募集しているとのことで

す。地区では、復興支援の動きも具体的になってきています。皆様の

ご協力をよろしくお願いいたします。また、ＩＭ（インターシティミーティ

ング。１２月１日実施予定）の実行委員会には、我がクラブからは和田

幹事に参加していただいております。

ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会（９月２１日）には、多数の会

員の方々の参加をお願いいたします。

幹事報告 和田 達也 幹事

東京光の家から会報が届いているので回覧します。■

第2750地区の月信・ＩＴ委員会より案内が来ております。皆さんのメ■

ールボックスにガバナー月信が入っておりますが、そのＷｅｂ版が

地区Ｗｅｂサイトに掲載されております。紙の月信は4ページですが

Ｗｅｂ版は10ページで、各グループ・各クラブの活動内容を知ること

が出来ます。検索サイトで「ＲＩ2750」と打って検索すればすぐにアク

セスできますので、是非みなさまアクセスしてみてください。
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ニコニコ

本日のニコニコ １０名 20,000円

累計 145,000円 （予算達成 14.5%）

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

藤林良昭 君 皆さんのご協力で、新年度

も２ヶ月目になりました。これからもよろしく

お願いします。

和田達也 君

坂さん、例

会へようこそ

お越しくださ

いました。今

日は楽しん

でいって下さい。川澄名誉会員の卓話を

楽しみにしています。

野村圭伊 君 ナイン・ウィン君、ようこそ。

そして、坂さん、ようこそ。坂さんを見た瞬

間、何かいいことが起きそうな予感がした

ので、ニコニコします。

山村俼偀 君 本日の川澄御前様の卓話

を楽しみにしておりました。今日も例会前

にお参りして来ました。

成田恭隆 君 ナイン・ウィン君に、（例会

受付を）お手伝いいただきました。ありがと

うございます。

小宮延雄 君 川澄祐勝様、本日の卓話、

楽しみにしております。井村さんのご長女

のご結婚おめでとうございます。

熊井治孝 君 猛暑の折、皆様お元気で

すか。小生はすこぶる元

気にしております。まだま

だ暑い日が続くとのことで

す。お体を大切になさって

ください。 敬具。

西山尚之 君 成田さ

んの御母堂にはかな

いませんが、７４才の

父が一人で中国に行

ってきます。道中の無

事を祈って!!

山下雅弘 君 坂さん、ようこそ、いらっし

ゃいました。８月２４日（水）は、高尾山

ビアマウントでの暑気払い例会です。

みなさん、飲んではじけましょう！

田中くに子 君 郷土、小豆島から十両

力士が誕生しました。名前を琴勇輝と

申します。応援よろしくお願いします。

委員会報告など

月例祝賀（８月） 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

入会記念日

江淵浩美君（S41） 小倉裕美君（S58）

和田一男君（H元） 阪口茂君（H14）

小島馨君（H19）

誕生日

森岡弘通君（8/7） 板谷誠一君（8/14） 松田忠泰君（8/17）

小島馨君（8/18） 和田一男君（8/21） 山下雅弘君（8/22）

結婚記念日

田中一吉君（8/5） 土方淳一君（8/5）

夫人夫君誕生日

田中一吉君（茄織さん 8/5） 和田達也君（さと子さん 8/14）

江淵浩美君（悠紀乃さん 8/15） 小宮延雄君（芳子さん 8/20）

野村圭伊君（裕子さん 8/25）

新世代奉仕委員会 松浦 信平 委員長

この例会後に炉辺を行い、ブリティッシュヒルズ国内留学

事業に代わる活動などについて協議します。

出席委員会 横倉 利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ

なし

MU 前回・前々回のメークアップ

小峯 敏夫 君

会員総数 出席総数 ＭＵ
欠席 出席率

(うち出席免除) （うち免除者数） (事前)

本日 34 28
(0) 4 87.50%

2011.08.03 (6) (4)

前回訂正 34 22
(5)+1 4 90.32%

2011.07.27 (6) (3)

前々回訂正 34 21
(3)+0+0 5 82.76%

2011.07.20 (6) (1)

ゴルフ会 野村 圭伊 幹事長

９月１日に予定していた月例コンペを９月２９日に変更し、

河口湖にて行います。

東京日野ローターアクトクラブ 手塚 真衣 会長

今年度は、社長の鞄持ち事業を行います。チラシをご覧く

ださい。来年の２～３月の実施です。学生を１日受け入れて

いただきたく、ご協力よろしくお願い申し上げます。

出席免除会員の方

々が、多数参加して

くださいました。あり

がとうございます。
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卓話 「神と仏」 高幡不動尊金剛寺貫主 名誉会員 川澄 祐勝

はじめに 平素は、いろいろとご協力ありがとう

ございます。３６５日、私は休み無しです。皆さ

んが使ってくれるから私の年齢になっても惚け

ない、そういうふうに考えたいと思っています。

若かった頃 私が３０歳そこそこの頃、ご老人が

興奮して飛び込んできました。「高幡不動尊

に、狛犬が飾ってある。これは神社のものだか

ら取り払え」と仰います。私は、狛犬は仏教と一

緒に日本に伝来してきたものであること等を説

明しご納得いただきました。更に獅子舞の歴史

などについてもご老人に諭したところ、ご老人はすっかり悄気返ってしまいました。こ

のことを先代に報告しましたら、「悄気返って帰らせてはいけない。笑って帰っていた

だくこと、それが一期一会である！」と叱られました。

神道と仏教の融合 神道は、自然神（八百万の神）や祖先崇拝を中心とする日本古

来の民間信仰が始まりです。仏教は、約２５００年前に釈迦が説いた仏になる為の教

えです。日本書紀の用明天皇即位記に「天皇仏法を請けたまひ、神道を尊びたま

ふ」とありますので、二つの宗教の融合は仏教伝来直後から始まったと考えられます。

「東照大権現安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士」は徳川家康の戒名ですが、ここに

も神仏混淆がみられます。

本地垂 迹 説は、仏・菩薩が人々を救うために、権に神の姿をとって現れるとい
ほん じ すいじやくせつ かり

う説です（例：春日権現、熊野権現、蔵王権現、東照権現）。一方、神 本 仏 迹 説
しんぽんぶつじやくせつ

は、神こそが本地で仏は日本の神が形を変えて現れたものに過ぎないという説です

（例：山王一実神道、三輪神道、伊勢神道）

檀家制度 江戸幕府は、キリシタンを禁制とし、民衆がキリシタンでないことを寺院に

証明させる（寺請証文）制度をとりました。これにより檀家制度が確立しました。

神仏分離 中世・江戸時代を通じて神仏習合は民衆にすっかり根を下ろしましたが、

その後、仏教の神道支配に対する反発が高まりました。明治政府の神仏分離令によ

り、神道の国教化が進む一方、各地で行き過ぎた廃仏毀釈が行われ沢山の貴重な

文化財が失われました。

ゆるやかさ 西欧などからは「宗教がない」といわれる日本ですが、日本のゆるやかさ

が理解できないのでしょう。ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）などは、その辺りを理解

していました。日本には、宗派替えをしても許されるゆるやかさがあります。

物事、変にこだわって考えると難しくなってしまいます。融通無碍な姿勢が大切だと

思います。ありがとうございました。

東京日野ロータリークラブ会報
会 長 藤林 良昭

幹 事 和田 達也

会報委員会 山口 徹雄（委員長）

小峯 敏夫 西山 尚之

事務局 〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3 日野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会館

TEL 042-594-3711 FAX 042-593-0510

例 会 毎週水曜日（12:30より） 高幡不動尊客殿

ＵＲＬ http://www.hino-rotary.org メール info@hino-rotary.org

受付を手伝うウィン君

奨学金を授与

坂さん、入会お待ちしてます

例会風景

ニコニコの発表風景


