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第1297回例会 2014年 (平成26年) ６月13日 (金)
第1298回例会 2014年 (平成26年) ６月20日 (金) 観蛍会

会長挨拶 井上明彦会長

森林例会では会員・家族の皆さん山仕事と山菜

取りお疲れ様でした｡ ね曲がり竹､ ワラビ､ 山ウ

ド､ コシアブラ等最良の季節を迎えています｡ 昨

日は飯綱で山ブキを収穫してキャラブキを焚き上

げました｡ 旬のものを食すは３日長く生き､ 10回

で１か月長生きする､ と言います｡ なれば100回

食すは一年の延命？まずはお試しあれ｡

本日2014 W-Cap Brazil 開幕｡ ザック JAPAN

はコートジボワールと初戦､ その後ギリシャ､ コ

ロンビアとグループ C を戦います｡ キックオフ

です｡ サムライブルーの健闘を期待します｡

昼間の例会は今日が最終です｡ 次週の観蛍会を

残すのみ｡ クラブへの感謝に始まり､ 感謝で終了

します｡ 年初執行部は ｢会員減少の現況､ 厳しい

クラブの予算｣ を感じてスタートしました｡ が

｢我がクラブを見直しつつクラブ活性化を図り､

来る周年事業に備える｣ ｢会員の減少を防ぎ､ 財

務の健全化を図る｣ を事業使命としました｡ 近く

30周年事業を迎えますがそれに備えることが必要

です｡

クラブの活性化は“奉仕と親睦にあり”

楽しいＲＣの源は ｢奉仕と同好会活動にあり｣

この一年のお付き合いと厚い友情に感謝申し上げ

ます｡

退会につきご挨拶 金澤哲也さん

６月19日付で名古屋に転勤と

なりました｡ 家が長岡にありま

すのでますます遠くなりまして

サラリーマンの厳しさを行く前

から味わっています｡ クラブに

は４年間お世話になり皆様と交

流させていただき財産となりました｡ これを糧に

また頑張りたいと思います｡ 有難うございました｡

６月のお祝い事 おめでとうございます｡

＜結婚記念会員＞ 青木 宏さん 福澤 寛さん

小林健治さん 山口和彦さん

＜夫人誕生記念＞ 西沢千奈美さん 竜野勢津子さん

土屋和子さん

＜会員誕生記念＞ 井上明彦さん 山本博昭さん

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

例 会 プ ロ グ ラ ム

７月４日 新旧役員交代挨拶 ７月11日 前年度事業､ 決算報告・新年度事業計画､ 収支予算



幹事報告 南 信行幹事

・次週20日観蛍会 18：30～ 犀北館｡

・27日例会は休会｡

・７月４日第12回井上年度クラブ協議会 11：45～

池田会長・中野幹事年度 スタート！！

出席・ニコＢＯＸ報告 金澤哲也例会運営委員

６/13 (会員57名) 出席37名 前々回修正出席率92.0％

・高橋英司さん・福澤 寛さん☆井上年度も終わ

りが近づいてきました｡ ご苦労様でした｡

・井上明彦会長☆昼間の例会は今日が最終です｡

皆さんのご協力ありがとうございました｡ この

一年間は感謝で始まり､ 感謝で終了します｡

皆さんの友情に感謝いたします｡

・南 信行幹事☆一年間ありがとうございました｡

皆様の温かい真心に支えられ､ なんとか幹事の

役目を終える事ができます｡

・金澤哲也さん☆６月19日付で名古屋に転勤する

ことになりました｡ ４年間でしたが大変お世話

になりありがとうございました｡

・小池裕孝さん☆井上会長､ 南幹事のもと一年間

ありがとうございました｡ 皆様のご協力により

スムーズな例会進行が出来ました｡ 本当にあり

がとうございました｡ そして金澤さん､ お疲れ

様でした｡

・大橋東二郎さん☆ワールドカップ開幕｡ 早速､

早起き､ 寝不足です｡ 祈る！日本の健闘！！

・竜野晃一さん☆井上年度､ ご苦労様でした｡

・滝澤 功さん☆井上会長､ 南幹事そして役員の

皆様ご苦労様でした｡ 滝澤長い間ズル休みをし

てしまい申し訳ございませんでした｡ 色々とご

迷惑､ ご心配をおかけしました｡

・若麻績信昭さん☆井上年度の役員の皆様ご苦労

様｡ 井上年度オーラスの卓話をさせて頂きます｡

・山口和彦さん☆井上会長､ 南幹事一年間ありが

とうございました｡

・中野欣哉さん☆金澤さんお達者で！！

井上会長､ 南幹事におかれましてはまだもう一

回観蛍会がありますのでお気を抜かぬように！！

・吉田真砂彦さん☆ご無沙汰しております｡

・山口文男さん☆延命治療を受けて来ましたので｡

・合 計 43,000円 ・スヌーピー5,734円

・ニコニコＢＯＸ累計 1,815,868円 予算額達成

(^o^)丿皆様､ ご協力誠にありがとうございました｡

会員卓話 若麻績信昭プログラム委員長

｢善光寺縁起｣

今からおよそ､ 2,500年ほ

ど前､ インドに月蓋 (がっか

い) 長者さんという人がおら

れました｡ 長者さんですから､

お金はたっぷり有りましたが､

心が大変貧しい方で､ お釈迦

様が､ 直接お布施を貰いに

行っても､ ちっともくれなような方でした｡

ある日一人娘の如是姫が病気になりました｡ 医

者も匙を投げだすような大病でしたので､ お釈迦

様に相談した所 ｢閻浮檀金 (えんぶだごんきん)

という金で､ 仏様を作りなさい｣ と言われたので

仏様ができました｡

その仏様が百済 (くだら・現在の韓国) から日

本に渡ってきたのが､ 欽明天皇13年 (552) でし

た｡ 日本は元々神道の国でしたので､ そんな仏は

要らないと主張する廃仏論者､ せっかく外国から

来た仏様だから大切にしようと主張する崇仏論者､

いわゆる蘇我氏・物部氏の争いに巻き込まれまし

た｡ 丁度その頃日本中に流行り病が蔓延し､ その

原因が仏様のせいだと言われ､ お寺を焼かれたり､

仏様を壊そうとしたり､ 仏様を火で燃やして溶か

そうとしましたが､ 閻浮檀金は､ 打たれ強いし､

更に火にも強いので､ とうとう仏様を難波の堀江

(なにわのほりえ) に投げ捨てました｡

その後620年頃本多善光 (ほんだよしみつ) が､

難波の堀江の近くを通りかかった時､ 池の中から

｢善光やお前は印度の月蓋長者の生まれ変わりな

ので､ 是非お前の家に連れて行ってもらいたい｣

との仏様の声を聞き､ 仏様を故郷の信州に持ち帰

り､ 皇極３年 (644) 建立されたのが善光寺です｡

難波から信州までの道すがら､ 休憩した場所が

｢元 (もと) 善光寺｣ と呼ばれています｡

例 会 案 内

７月18日 会員卓話 坂井 史明さん

７月25日 会員卓話 野村 泰久さん

８月１日 納涼会 18：30～ 犀北館



出席・ニコニコＢＯＸ表彰

第 1298 回　観　蛍　会第 1298 回　観　蛍　会
6月20日（金）18：30～於：犀北館　出席31名

2013～2014年度　井上明彦会長　挨拶

　今年度の最終事業、観蛍会にご参加いただきましてありがとう御座います。RC活
動は楽しいものであるべき。原点は「友情と奉仕と親睦にあり」さらに「奉仕活動
と同好会活動にあり」と考えます。観蛍会は親睦を深める活動の中心であります。
今夜は中野欣也会員家族委員長に５匹の蛍をご用意頂きました。その赤い灯を眺め
て懇親を深めます。

追：今年度の会員増強は５名です。（布施慶典君、清水　満君、西沢　徹君、中村千夏君、交代会員と
して坂井史明君）何れもレベルの高いゴルファーです。加えてシングルの竹重王仁院長参加で来年の市
内６RC合同親睦ゴルフコンペの成績が楽しみです。今年準優勝、来年は優勝かな？
今年度のお付き合いと厚い友情に感謝申し上げます。

幹事報告　南　信行幹事　　小池裕孝SAA
次週６／27　休会
７／４　　井上年度最終クラブ協議会　開催　11：45～　扇の間
そして池田修平会長・中野欣哉幹事年度スタートです！！
皆様のご協力で、ニコニコBOX投入の予算額（1,800,000）を達成
しました。

司会　中野　欣哉会員家族委員長

発　表：山本例会運営委員長
会長より（記念品：クオカード）

★　出　席　表　彰　★

松本　克幸さん（欠席３日）

山口　和彦さん（欠席４日）

伊東　義次さん（欠席６日：メークアップ23日）

綿貫　隆夫さん（欠席８日：公務、メークアップ27日）

出席表彰出席表彰



診療の関係で例会出席できず
初めてお会いした会員さんが
多かったので、ご挨拶してい
ただきました。

★ニコニコBOX表彰★

若麻績信昭さん　南　信行幹事　高橋英司さん　井上明彦会長　綿貫隆夫さん

ニコニコBOX表彰ニコニコBOX表彰

・乾杯　　竹重王仁さん・乾杯　　竹重王仁さん

・締め　　池田修平会長エレクト・締め　　池田修平会長エレクト 「７月からもどうぞよろしくお願いします。よお～　シャン！」「７月からもどうぞよろしくお願いします。よお～　シャン！」
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