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2014年 9月16日（水） 第1220回
■司

会

SAA委員会

■開会点鐘

会長

平吹正義委員長

渡邉良勝

■ロータリーソング「日も風も星も」
今月の歌「旅愁」
ソングリーダー 早川忠男会員
■お客さま紹介 会長 渡邉良勝
川澄祐勝様 高幡不動尊金剛寺貫主
石山敏昭様 RI第2750地区2014-2015年度
国際親善委員会委員長 東京田園調布RC

安西

於：高幡不動尊客殿

準備が進んでいました。大会に向けてパソコンも2台入れ事務局員も
2名雇った様です。お呼びするお客さまの扱いが大変です。10月中に
は人 員を確 定させたいと考えています。司会 者はTB S のアナウン
サー、イベントに駒沢大学のチアガール、特別講演の講師は順天堂の
天野先生です。RI会長の出席も考えています。委員会は7名ですが、成
城新RCを中核に今後50〜60名に規模になると思われます。グループ
内の応援が必要です。水野年度に於いても今から日野RCヘの協力を
お願いし準備せねばならない
かと思いました。
■卓話講師紹介

会長

渡邉良勝

●卓話「明王と現代人」川澄

■ニコニコ報告
親睦委員会 藤野益夫委員長
ニコニコメッセージ後記
■出席報告 出席委員会
報告内容（後記）

通常例会 卓話

祐勝様

あじさい祭りも8月の写真コンクールで終わり、1700
件応募があり108点が佳作16〜17点が入選です。高幡
清委員長

不動尊は新宿から30分程の緑の多い文化財に囲まれた環境です。1年
中開放されていますので、命の洗濯に来て下さい。菊まつり、紅葉まつ

■会長報告 会長 渡邉良勝
1.日野RCより、50周年記念式典を2016年4月20日 於：京王プラザ
ホテル八王子にて開催する案内が届きました。
2.先週の卓話講師NPO法人「国境なき子どもたち」専務様より冊子
を頂きました。事務局で保管します。
3.山報「高幡不動尊」に記載されていますが、11/22〜23萬燈会が行
なわれます。塔院大ホールで寺泉 憲さんのコンサートがあります。

りと続き、紅葉が良く見えるように大きな木を切りました。大きな木

■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
日野RC合同例会御苦労さまでした。
1.「光の家」より年会費のお礼状が届いてます。
2.広島豪雨被 災地支援の寄付を募ります。併せてチャリティがんウ
オークの寄付もお願いします。
（がんウォーク3,000円集まりました。
早速送ります。）
3.2530地区より「福島にこらんしょ」の案内が届いてます。
4.町田・中RCより活動計画書が、函館五稜郭RCより週報が届いてます。
5.12月22日のポリオ撲滅チャリティコンサートにご協力ください。

から発行しました。中国台湾・中国本土でも翻訳されています。お国

■委員会報告
♦親睦委員会 藤野益夫委員長
10月19〜20で親睦旅行の参加者を集約しましたら少ないので日程を
変更します。改めて御案内します。
♦米山奨学委員会 平 良信委員長
活動計画で掲げましたが、平吹正義会員より特別寄付を自主的に頂き
ました。年間目標の峠をクリア出来ました。
♦ゴルフ部 小島 明委員長
10月2日の日野RC・日野プロバスクラブとの合同コンペは小金井カン
トリークラブです。服装に注意して下さい。
●石山敏昭様
国際親善委員会委員長として、いろいろ御案内しておりますが諸会議
へのご協力お願いします。
次年度は水野年度で私も委員を継続しますので今年度から引き続き
よろしくお願いします。
●渡邉良勝会長先に第1回の今年度地区大会実行委員会が開催され馬
場会員が出席されたので情報をお聞きしたいと思います。
●地区大会実行委員会最新情報
馬場弘融会員
先に大会実行委員会がありました。東京成城新RCが中心で既に95％

にはサギの仲間では最大のアオサギが飛んできます。今日も来ていま
した帰りまで居るかもしれません上を見て下さい。孔雀も多摩動物園
から飛でくるので園長に電話したら孔雀は時間になると帰るのでと言
われました。私は本山に来た当時、先代からよく叱られましたが、上
手に褒められもしました。数年前に「叱られる幸せ」をサンマーク出版
柄、坊さんが書いた本が中国本土で出る事はあまりありませんが、思
想的な内容ではなかったからだと思います。境内でも14,278册売れて
います。「褒めて育てる」が今時の教育で、教室から逃げ出した子を引
き戻したところ、親から体罰だと訴えられた先生の話を聞きましたが、
それでいいのでしょうか。数年前箱根の会議の後町田〜桜ヶ丘を廻り
帰りの町田街道で、時計台に町田市と町田警察署が掲げた「子供には
しかる勇気とほめる愛」（資料の写真）の標語を目にしました。お配
ばりした資料で、仏様が私達を導いて下さるに当たり、主として三つの
姿をとられます。その姿は自性輪身・正法輪身・教令輪身の三腫で三
輪身と呼ばれています。阿弥陀如来様など如来形として最高の仏の悟
りの世界に住する仏様のことで尊いお姿をなさっておられ法身とも呼
ばれ、すべてのよりどころであることから自性輪身。正法輪身は般若菩
薩・観音菩薩など菩薩形、やさしい菩薩の姿で如来の正しい教えを説
き衆生を教化するの正法輪身。教令輪身は不動明王・軍荼利明王など
忿怒形をして、正法の教化に従わない難化の衆生をも漏れなく済度す
るために忿怒明王の姿を現わして仏の教令を遵法せしむるので教令輪
身、です。皆さんもご存じのとおり昭和末年ころから「褒め育て」が日
本社会の主流となり、叱ることを罪悪視する様な状態でしたが、暫く近
年になり褒め育て一本の風潮に対する反省も見られるようになりまし
た。 褒めて育てる と才能が伸びるといわれますがそうでもないと思
います。毎月発行される「大法輪8月号」に「明王と現代人」と題して、
息子を叱ったことのないご婦人から相談いただいた様子を掲載しまし
た。「私立の有名大学を卒業し一部上場企業に就職し研修後部署に

9月「新世代のための月間」
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配属になったが、担当の上司から叱られ出勤しなくなった。息子は物わ
かりが良く叱った事がありません。過ちがあっても善悪を判断して悪い
と思えば自分で修正するはずだと見守ってましたが、それがいけなかっ
たでしょうか」と涙を流さんばかりでした。私は「息子さんからいきさ
つを聞かないとしっかりした返事はできませんが、あなた方が一度も
叱ったことがないということ、言葉を替えれば甘やかして育ててきたと
いうことが、息子さんが打たれ強い男に育たなかった原因の一つであ
ることは間違いない。息子さんの上司は、息子さんが憎くて叱ったので
はなく、会社にとって必要な立派な社員に育てるために気がついた事を
注意したのではないですか、その点を息子さんとじっくり話し合って元
気つけてやって下さい」と結び、そのあと忿怒相の不動明王の本誓と仏
の三輪身、特に教令輪身について30分余り説明し婦人と別れた。私ど
もの寺では、一年中新生児のご祈願を行なってます。少ない日は2〜３
人多い日は20人を超えます。護摩修行のあと私は「恐いお顔の大きな
お不動さんにあやかって心の広い明るい健康なお子さんに育てて下さ
い。広いというのは他人の痛みがわかるお子さん、ありがとうといえる
お子さん、間違った時にごめんなさいといえるお子さんです。子育て間
にこれはまずいぞと思うことがしばしば起こるものです。そんな時はお
不動さまより怖い顔をしてしっかり叱って下さい。やって良い事、悪い事
の区別を教える事が親のつとめです。叱る時にはきちんと叱り、褒める
時には心から褒めるのが子育ての鉄則です。皆さんもお子さんを褒め
るだけでなく時にはお不動さんより怖い顔になってお子さんを叱ってく
ださい。それこそ本当の親の愛情なのです。」と結んで、赤ちゃんの額
にお数珠を授けます。「褒めて育てろ」一色に染まっている今の日本、
叱り方を知らない人の満ち満ちている現代は、まさに忿怒尊の出番で
す。御本尊の丈六不動は立てば6M近く大きな仏様は日光の中禅寺立
木観音、千葉の大日如来、などあります。参拝者も成田新勝寺、川崎大
師に次いで3番目です。
■閉会点鐘

会長

ニコニコメッセージ
東京田園調布RC石山敏昭様・・宜しくお願い致します。
渡邉良勝さん・・川澄大僧正様、本日の卓話楽しみにしております。
朝倉邦雄さん・・新居に住み始めて1カ月程ですが、早くも太陽光発電がシステ
ムトラブルで使用出来なくなってしまいました。
小髙俊明さん・・川澄祐勝貫主様、本日の卓話よろしくお願いいたします。あ
りがとうございます。
星野幸夫さん・・川澄貫主様の卓話、楽しみにしております。
生沼通男さん・・今日は川澄貫主様のお話しを楽しみにしています。
平 良信さん・・栗（種類==利平）を持って来ました。拾う時には蚊（デング
熱）に注意しながら・・・。
大塚洋晃さん・・川澄貫主様、本日はよろしくお願いいたします。卓話楽しみ
にしております。
平吹正義さん・・川澄貫主いつも大変お世話になっています。本日の卓話よろ
しくお願いいたします。
安西 清さん・・八坂の祭も終わり、本格的な秋となりました。
早川忠男さん・・本日はソングリーダーをやれそうですので
黒川高徳さん・・夏の日差しがもどった様な日ですが朝晩はすっかり秋らしく
なってきました。御前様本日の卓話宜しくお願い致します。
馬場弘融さん・・今月は家内の誕生日と結婚記念日のお祝いを頂きますので
栗山 博さん・・秋の味覚 栗 をいただきました。ありがとうございます。
飯森誠之さん・・日陰は大分涼しくなりましたが、日向はまだ暑いですね。年末
まで頑張らないと
濱田宣郎さん・・川澄貫主さん、ようこそいらっしゃいました。卓話が楽しみです。
志野与志野さん・御前様のお話が楽しみでございます。
藤野益夫さん・・昨日は「敬老の日」１２日厚生労働省が発表した100歳以上の人は
58000人を超えたそうです。老人パワーが日本経済を変えるかも・・。

第1218回

■司
会 出席委員会 馬場弘融副委員長
■開会点鐘 会長 渡邉良勝
■会長報告 会長 渡邉良勝
1.9/24坂本年度国際大会実行委員会（於：ハイアッ
ト・エージェンシー東京)。ブラジルの国内事情で1日開
催が遅れます。
2.9/26多摩南G協議会（於：八王子ホテルニューグランド）a.IMで工
科大と共同宣言を検討している。b.青少年交換留学生の分担金払込依
頼。c広島災害義損金要請。
（グループでは＠5,000だったが42,000
円で送金済）d.ロータリ−デー2月頃発表・表彰（4月の夢ふうせんを充
てる予定） e.地区の親睦ゴルフコンペは日野・八王子・町田各クラブ
から1チーム参加要請。
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.先週金曜日ポリオ委員会があり、法人からの寄付の要請が強調され
た。引き続きエコキャップの回収に協力頂きたい。キャップ486個でワ
クチン1本買えます。
2.10月スケジュール確認 親睦旅行は日程がずれ込みます。
小島

1222回 通常例会
10月7日 12：30
高幡不動尊客殿

卓話：水野ガバナーエレクト
司会：本田会員

出席 MU前 MU後 欠席
20
4
−
4

28

21

※今週のメークアップ 本田さん
※先々週の後メークアップ なし

渡邉良勝

ゴルフ部

累計438,000円
本年度目標額1,200,000円 達成率36.5％

出席報告 総数
第1220回 28

2014年 9月30日（火） 第12221回

■委員会報告

本日39,000円

ニコニコBOX

明部長

1223回 通常例会
10月14日12：30
高幡不動尊客殿

卓話：八王子南RC清水様
司会：星野会員

夜間例会

1

0

6

水野さん

谷さん

河野さん

出席率
85.7％
78.57％

於：浜寿司本店

3クラブ合同コンペ5名参加、IMの交通アクセス紹介・実行委員会があ
と1回あるので詳細は改めて報告します。
■閉会点鐘

会長

渡邉良勝

■懇親会
馬場会員の司会挨拶、濱田会員の乾杯音頭で始まった懇親会は、がん
ウォーク、大相撲秋場所、プロ野球の優勝の行方、アジア大会での日本
人選手の活躍、、デング熱の広がり、イギリスのスコットランド独立等
の話題で話が弾み、定刻まで親睦を深め早川会員の締でお開きに。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1221回 28
第1219回

28

本日39,000円

累計438,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率36.5％

出席 MU前 MU後 欠席
17
2
−
9
21

※今週のメークアップ 黒川さん
※先々週の後メークアップ なし

1224回 移動例会
10月25日18：00
東京競馬場
親睦旅行は11月に延期

1

0

6

出席率
67.8％
78.57％

水野さん

1225回 移動夜間例会
10月28日19：00
浜寿司本店
司会：飯森会員
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