
新世代のための月間

１０月７日（金） １０月１４日（金） １0月２５日（火） １０月２８日（金）

ガバナー補佐訪問 理事役員会 11：30 10 月 21 日変更 卓話
河村金明ガバナー補佐 祝福 ガバナー公式訪問 場々大刀雄

例

会

予
定 クラブ協議会 13：30 卓話 足立治夫君 栄東急イン 12：30
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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「日も風も星も」

・今月の歌 「琵琶湖周航の歌」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・卓 話 和田 了司君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

琵琶湖周航の歌

我は海の子 さすらいの

旅にしあれば しみじみと

のぼるさぎりや さざ波の

滋賀の都よ いざさらば

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡保広君

今日は、９月の第３例会で座禅例会ということ
で、密蔵院にお邪魔をして、実際に座禅を組むと

いう体験をしていただきます。

この密蔵院には、国指定重要文化財の多宝塔・

同じく重要文化財の薬師如来像その他数多くの文

化財があるといわれております。

この密蔵院は、鎌倉時代、今から７００年以上

前に開山されましたが、現在残っているのは、多

宝塔のみとなっております。

ここで、今日体験いたします座禅について、皆さ

２０１1年９月３０日（金）第２０６３回（９月第４例会）

んご存知だと思いますが、なぜ座禅をするか、何

のためにやるのかについて、初歩のおはなしをし

たいと思います。

人間は、どうしても自分中心に、物事を考えて

しまいます。自分が得する行動すなわち我でござ

います。我を通そうとすることで、そこに悩みや、

怒り，ねたみ、嫉妬心、そして欲といったいわゆ

る煩悩が心に自然に発生してくるのです。この煩

悩も、我も相手があって発生するのです。この煩

悩をすこしでもなくす。自分の我や、欲をどうし

たら無くすことができるか？その修行をするのが、

「座禅」でございます。

これは、ロータリーでいう利他の心に通じるも

のがあります。

短い時間ではありますが、貴重な体験をしていた

だきと思います。

幹事報告 幹事 北 健司君

① ガバナー補佐訪問の案内

日時：2011年 10月 7日（金）

場所：ホテルプラザ勝川

会長幹事懇談会 11:30より 50分程度

出席者：風岡会長・北幹事

例会の後

クラブ協議会 13:30より 1時間 30分程度

出席者：理事・役員・各委員長

◎例会変更

愛知長久手 １０月４日(火) １０月４日（火）12：３０～

ＲＣ 例会場都合の為ござらっせ

愛知長久手 １０月 11日(火) １０月 11 日（火）12：３０～

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為 グレイセル



瀬 戸 １０月 1２日(水 ) １０月 11 日（火）12：３０～

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為 グレイセル

羽 島 １０月１１日 (火) １０月１１日（火）

ＲＣ 職場例会の為防災ステーション

尾 張 旭 １０月７日 (金) １０月８日（土）８：３０

ＲＣ 市民祭の為スカイワードあさひ

尾 張 旭 １０月 14日 (金) １０月 11日（火）１２：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為グレイセル

瀬 戸 北 １０月 1１日(火 ) １０月 11 日（火）12：３０～

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為 グレイセル

小 牧 １０月５日 (水) １０月 1日（土）

ＲＣ 職場例会の為 浜岡原子力発電所

津 島 １０月７日 (金) １０月９日（日）

ＲＣ 家族会の為

名古屋守山 １０月５日 (水)

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為ウェスティンナゴヤキャッスル

多治見リバーサイド １０月４日 (火) １０月４日（火）

ＲＣ 陶磁器フェステバルの為 セラミックパーク

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○名古屋空港ＲＣ 栗田 和典君

〃 中島 俊朗君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 25 名 出席率71.8%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率96.1%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○密蔵院座禅例会に参加して。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 長谷川英輝君

風岡 保広君 伊藤 純君 杉山 孝明君

北 健司君 磯野 俊雄君 蓮野 美廣君

加藤 茂君 中島 泉君 成瀬 浩康君

志水ひろみ君 加知 康之君 亀谷 鉦一君

中川 健君 高橋 理江君 清水 勲君

太田 弘道君 小島 啓冶君 大畑 一久君

峠 テル子君 和田 了司君 宅間 秀順君

塚本 兼光君 屋嘉比良夫君

（おいしいお食事頂きました）

密蔵院座禅例会

（会長 挨拶）

（密蔵院田村圓心ご住職のお話）

（座禅の風景）

（国宝 密蔵院多宝塔）


