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長野西ロータリークラブ

会長／井上 明彦 幹事／南 信行 クラブ会報委員長／関 幸博

SAA／小池 裕孝 副 SAA／村田 秀雄

第1265回例会 2013年 (平成25年) ９月27日 (金) ガバナー補佐事前訪問例会

会長挨拶 井上明彦会長
｢歓迎ガバナー補佐事前訪問｣

本日は宮坂宥洪ガバナー公式訪問に先立ち､ 北

信第一グループの千木良賢作ガバナー補佐をお迎

えしております｡ 千木良ガバナー補佐のご紹介を

させていただきます｡ 所属クラブは戸倉上山田 R

C､ 生年月日は1938年６月22日､ ロータリー歴は

1984年10月５日戸倉上山田 RC入会､ 2005～2006

年度会長､ PHF､ MPHF､ ベネファクター､ ソ

サエテイー､ 米山功労者 (４回) のロータリアン

です｡

2010年綿貫隆夫ガバナー・山口和彦GH年度に

おきましては千木良ガバナー補佐にはロータリー

財団で､ 若林俊樹ガバナー補佐幹事には青少年交

換事委員会でご協力をいただきました事を合わせ

てご報告いたします｡

改めまして､ 千木良ガバナー補佐には､ クラブ

一同心より歓迎いたします｡ 又､ 同行いただきま

した若林補佐幹事､ 畑山補佐副幹事には御礼申し

上げます｡

当クラブでは今年度“友情・奉仕・クラブに感

謝”を掲げてスタートしております｡

ポールハリスの言葉に ｢世界は絶えず変化して

いる｡ そして私たちは世界とともに変化する心構

えがなければならない｡ ロータリー物語は何度も

書き換えられなければならないでしょう｡｣ とあ

ります｡ いまロータリークラブは会員の増強が難

しくなっています｡ 社会を取り巻く政治経済の波

乱要因が主たる原因でしょう｡ しかしそんな状況

下の時にこそ ｢友情・奉仕・感謝｣ を掲げるロー

タリークラブの存在が有用であり必要である事を

私は感じています｡ まず､ クラブ運営は､ 充実し

た卓話を準備し､ 毎回楽しい例会を開催する事に

努めていきたいと考えています｡ 今日の例会も楽

しくお付き合い下さい｡

千木良賢作ガバナー補佐 (戸倉上山田 RC) ご挨拶
今日は先ずガバナー事前訪問例

会に三人で訪問させていただいた

訳からお話したいと思います｡ 実

はガバナー補佐のお話を戴いたの

はかれこれ二年ほど前からなので

すが､ 先に行くほど私の年齢が上

がり実行が難しくなりますので､ 本年ガバナー補

佐をさせていただくことになりました｡ 私は今年､

後期高齢者になりましたので､ ガバナー補佐任務

を達成できないことが起きたら補佐幹事の若林俊

樹君､ 副幹事の畑山昌也君に､ 後を頼みたいと思っ

てお二人に同行をお願い致しました｡

先ほど会長､ 幹事とお話をさせて戴きましたが､

当クラブはガバナーをお二人輩出され､ また地区

役員として多数の方々に出ていただいております､

素晴らしいクラブです｡ 本日は､ 私共が勉強をさ

せて戴くつもりです｡

IM の準備状況をご報告しておきます｡ 11月17

日北信第一グループの IM・会員セミナーが戸倉

上山田で行われますが綺麗なお姉さま方を多数手

配致しましたのでどうぞ一人でも多くの参加を期

待しております｡ それでは､ 本日の例会どうぞよ

ろしくお願い致します｡

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
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幹事報告 南 信行幹事

・例会後13：45～ 協議会 於：葵の間

出席・ニコＢＯＸ報告 大橋東二郎例会運営委員
９/27 (会員54名) 出席33名前々回修正出席率89.36％

ゲ ス ト 千木良賢作ガバナー補佐

ビジター 若林俊樹補佐幹事

畑山昌也補佐副幹事

☆ご出席者全員からガバナー補佐を歓迎し1,000

円ずつ☆

・青木茂人さん・福澤 寛さん・飯田弘己さん

・伊東義次さん・小林健治さん・小池裕孝さん

・小山浩太郎さん・松本克幸さん・南 信行さん

・村田弘志さん・野村泰久さん・大橋東二郎さん

・関 幸博さん・清水光朗さん・塩入洋佑さん

・高橋英司さん・高井新太郎さん・竹村利之さん

・竹内喜宜さん・瀧澤 聡さん・轟 修平さん

・山口文男さん・山本博昭さん

・井上明彦さん☆千木良ガバナー補佐､ 若林補佐

幹事､ 畑山補佐副幹事歓迎します｡ 本日はよろ

しくお願いします｡

・柄澤重登さん☆ガバナー補佐を歓迎して！！

・山口和彦さん☆千木良ガバナー補佐には地区補

助金の給付で大変お世話になりました｡ この10

月１日は戸倉上山田 RCの月見夜間例会に参加

させていただきますのでよろしくお願いします｡

・若麻績信昭さん☆千木良ガバナー補佐さん､ よ

うこそ｡ 卓話します｡ 寒かったのでクールビス

ではありません｡

・宮川礼二さん☆やっと出てこられました｡ 北川

原先生に美味しく食べれる歯を作って頂きまし

た｡ ありがとうございます｡ 嫁のまずい飯さえ

美味く感じます｡

・千木良賢作様・若林俊樹様・畑山昌也様

☆ニコニコBOXへ投入頂きました｡

・合 計 48,500円 ・累 計 205,610円

会 員 卓 話 若 麻 績 信 昭 さ ん

｢お彼岸とお十夜｣

今月20日から23日秋分の日

を挟んで昨日まで､ 秋のお彼

岸｡ また今年の３月17日から

20日 (年によっては21日に変

わることもありますが) の春

分の日を挟んで23日までが春

のお彼岸でした｡

お彼岸とは現在私達が住んでいる娑婆 (しゃば)

世界に対して ｢三途の川｣ の向こう岸に有る極楽

世界の事です｡ 昔から太陽の沈む西に極楽の世界

いわゆる西方極楽浄土の世界が有ると言われ､ 特

に春分の日と秋分の日は昼の時間と夜の時間が同

じなので､ 太陽が真東から昇り､ 真西に沈むので､

日没の太陽に合掌する｡ というならわしも有った

そうです｡

また､ お彼岸中は布施 (ふせ) ・持戒 (じかい)

・忍辱 (にんにく) ・精進 (しょうじん) ・禅定

(ぜんじょう) ・智恵 (ちえ) という六波羅蜜

(ろくはらみつ) の行を修め､ 日常の生活を反省

し､ 仏道と信仰の実践週間として意味づけられて

います｡ また､ 国民の祝日に関する法律では､ 春

分の日は ｢自然を讃え､ 生物を慈しむ日｣ また秋

分の日は ｢祖先を敬い､ 亡くなった人々を偲ぶ日｣

と定められています

善光寺では来月10月５日から14日まで浄土宗､

11月５日から14日までが天台宗の ｢お十夜法要｣

が､ 約30分勤められます｡ 善光寺に限らず､ 全国

の浄土宗や天台宗の寺院では､ 10月11月にこのお

十夜法要が厳修されるのは､ ｢無量寿経｣ という

お経の中に ｢この世で十日十晩修業した人は､ 極

楽浄土で千年修業した人より優れている｣ と説か

れています｡ 最初のお十夜法要は15世紀に平貞国

(たいらのさだくに) によって京都の真如堂にて

厳修されたそうです｡ 当初は三日三夜のお念仏の

予定でしたが､ 将軍足利義教の命令により､ 七日

七夜追加して､ 十日十夜になりました｡

例 会 案 内

10月11日 宮坂宥洪ガバナー公式訪問

10／４ 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 香 山 篤 美 さ ん

｢松代のまちづくりと“夢空間”｣


