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第２５００回例会
第２５００回例会 ２０１９年５月
２０１９年５月２３日
２３日
移動例会（アグリパーク）
点鐘
四つのテスト唱和

仁部会長
栗原会員

会長の時間

仁部会長

「仏教とは」仏の説いた教えで、俗姓
をゴーダマ、名をシッダルタと言い、4/8
誕生、12/8 日大悟・成道、2/15 入滅。
29 歳で出家し様々な苦行の末 35 歳の

お客様紹介
ガバナーノミニー 川口モーニング 中里 浩造様
クラブ活性会員 小山 寿行様

財団・米山奨学記念寄付者表彰
財団・米山奨学記念寄付者表彰

時に菩提樹の下で座禅を組み明けの
明星（金星）を見て悟ったといいます。


諸行無常：全てのものは移り変わって変化する



諸法無我：全ての物事は様々な原因・環境（縁起）に
よって成り立ち「我」実体はない



涅槃寂静：煩悩の炎に吹き消された世界に至れば
静かな安らぎの境地に至る



一切皆苦：全ての現象は「苦」である
仏教・釈尊の教えとは、人間の生きるべき道を明ら
かにしたものです。

財団 PHF（戸賀崎会員・加藤会員）



①苦諦：苦の真理 この世の一切が「苦」四苦（生老病

財団 PHF 第 2 回（深瀬会員）財団 PHF 第 4 回（新井会員）

死）八苦が基本

財団 PHF 第 5 回（矢島会員）

②集諦：原因の真理 この世の苦には原因（執着・欲

米山功労者第 1 回（加藤会員・戸賀崎会員）

望）がある

米山功労者第 4 回（深瀬会員）

幹事報告


③滅諦：原因を滅する真理 原因（執着・欲望）を断て

田中幹事

ば「苦」は消滅する

奉仕 PJ 部門より、2019 年 7 月 20 日（土）上尾市文

④道諦：方法の真理 原因（執着・欲望）を断つための

化センターにて開催される奉仕 PJ 部門セミナーの

「修行法」

案内が届いております。






四聖諦：釈尊の説いた 4 つの真理

青少年奉仕部門より 2019 年 7 月 15 日（月）ラフレさ



八正道（はっしょうどう）「苦」を滅に導く実践方法

いたまにて開催される奉仕部門セミナーの案内が届

①正見：正しい見解・信仰：知恵を備える

いております。

②正思惟：正しい考え方・意志：見極める力

管理運営部門より、2019 年 7 月 14 日（日）フレンディ

③正語：正しい言語行為：嘘・悪口を言わない

アにて開催される管理運営部門セミナーの案内が

④正業：正しい行動：立ち居振舞い・社会奉仕

届いております。

⑤正命：正しい生活方法：正しい生活・暴飲暴食しない

米山記念奨学部門より、2019 年 7 月 6 日（土）文教

⑥正精進：正しい努力：「悪」を起こさず「善」を起こす

大学越谷キャンパスにて開催される米山部門セミナ

⑦正念：正しい意識：自分を見失わない

ーの案内が届いております。

⑧正定：正しい精神統一：身体と呼吸と心を落着かす

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

お客様挨拶

ガバナーノミニー 中里浩造様

私は 2003-04 田村年度の地区幹事を

仁部会長：
仁部会長： 中里 G ノミニー、小山委員長訪問ありがとうご
ざいます。昨日も 2 か所で火事、不審火のようです。くれぐ

やっておりその時の G 補佐が杉戸 RC

れもお気お付けください。この 1 週間で 4 件です。

中島貞吉さん、補佐幹事が仁部前明さ

田中幹事：
田中幹事： 中里ノミニー・小山委員長本日はありがとうござ

ん、仁部会長のお父様でした 2 週間前

います。

の管理運営部門の懇親会で仁部会長と

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： 中里ノミニー様、次年度クラブ活性化委員の

同じテーブルになり名刺交換で息子さんと知ることになり、

小山様、ご参加いただきありがとうございます。最近放火

そのご縁で今回訪問させていただくことになりました。

が連発しているようです。怖いですね。

私は 2002-03 関口年度では地区副幹事、翌年田村年

関口会員
関口会員：
会員： 中里 GN、幸手小山さん、本日はようこそ。30 日

度では地区幹事となりましたが、関口年度が私の地区デ

よりハンブルグ世界大会へ行って来ます。

ビューです。当時大変お世話になった皆様にお会いする

武井会員
武井会員：
会員： 中里様ようこそいらっしゃいました。

ことが出来て本当に良かったと思います。

寒さ厳しくなって来ました。体にはくれぐれもご自愛ください。

お客様挨拶

矢島会員
矢島会員：
会員： ガバナーノミニー中里さんようこそ。例年のガバ

クラブ活性会員 小山 寿行様

管理運営部門の次年度の打ち合わ

ナーナイトには出席するつもりです。先週春日部イブニン

せで中里ノミニーと共に懇親会で仁部

グ 25 周年に出席、複雑な気持ちです。

会長といっしょになり今回訪問させて頂

栗原会員
栗原会員：
会員： 本日 1:30 から役所で会議のため早退します。

くことになりました。住まいと事業所は

中里さん、小山さんありがとうございます。

宮代町で、ここから車で 15 分くらいのと

新井会員
新井会員：
会員： 中里ガバナーノミニー、小山様ようこそ。

ころです。私は関口ガバナー年度に入会をしたので、公

中川会員：
中川会員： 5 月 27 日法人の集いでは春日道夫名で歌わせ

式訪問で関口 PG にバッジを付けて頂きました。地区に出

て頂きます。

向している間には下津谷さんや同期の部門委員長として

深瀬会員：
深瀬会員： 暑いですね。

栗原さんにも大変お世話になりました。次年度は仁部会

加藤会員：
加藤会員： 先週、九州の大宰府へ行って来ました。万葉集

長も管理運営部門に来て頂けることになりましたので杉

で令和の歌が詠まれた場所で、この時代の平和を祈って

戸 RC は大変ご縁があると思っております。今後ともよろ

きました。

しくお願い致します。

落合（喜）会員：
落合（喜）会員： 急に暑くなりましたネ。まだ梅雨前なのに

留学生報告

ナスチャ・ハーズさん

学校は今定期考査なので私はお休

ネ。身体に充分注意をして女房と楽しく過ごしています。ヒ
マが有る次第ドライブや旅行に行っています。

みです。学校の友達は一生懸命勉強を

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 古川さんいつも美味しいお弁当ありがとう。

しています。来月に文化祭があるので

荻原会員：
荻原会員： 火災が多く発生しています。火の用心と外には

友達はとても忙しいのでちょっとさびし

燃えやすい物はおかないようにしましょう。

いです。しかし、明日は校外学習で鎌

宮田会員：
宮田会員： 土曜日から火災が 4 件続いています。お気を付

倉に行きます。日本文化の学習で鎌倉

ください。全てに出動しています。少々眠いです。

が出て来たのでとても興味があり楽しみにしています。

古川会員
古川会員：
会員：舟越会員：
舟越会員： 折原（正
折原（正）会員：
（正）会員：中野
）会員：中野会員
中野会員：
会員：

出席報告

真中会員：折原（弥）会員
真中会員：折原（弥）会員：細井会員
折原（弥）会員：細井会員渡辺（良）会員：
：細井会員渡辺（良）会員：

折原（正）会員
折原（正）会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

舟越会員：細井会員：栗原会員： お客様ようこそ。

44

22

22

0

16

86.36%
86.36%

本日のスマイル

スマイル報告

折原（正）会員
折原（正）会員

中里公造
中里公造様
公造様： 久しぶりにメーキャップさせていただきました。
関口ガバナー年度では大変お世話になりました。

小山寿行様
小山寿行様： 本日はありがとうございます。My Rotary の
多数登録ありがとうございました。

スマイル本日投入額
スマイル累計額

３０，０
３０，０００円
，０００円
１，００
００９，３５
９，３５０
１，
００
９，３５
０円

スマイル目標額
１，５００，０００円
１，５００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

