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●司会  須山 文夫 ＳＡＡ 

●点鐘  渡辺 冨士夫  会長 

●斉唱 「奉仕の理想」 

   ♪増田 昌美ソングリーダー 

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介                                渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

卓話者卓話者卓話者卓話者        大本山川崎大師平間寺大本山川崎大師平間寺大本山川崎大師平間寺大本山川崎大師平間寺    総務部総務部総務部総務部    

                                            文書課文書課文書課文書課    主任主任主任主任    野沢野沢野沢野沢    隆規隆規隆規隆規    様様様様    

    

    

    

    

    

    

    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介            長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長    

川崎川崎川崎川崎南南南南ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                    菊池菊池菊池菊池    康之康之康之康之    様様様様    

川崎川崎川崎川崎マリーンマリーンマリーンマリーンＲＣＲＣＲＣＲＣ                                        島田島田島田島田    精二精二精二精二    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・友好クラブである佐沼ＲＣへ 21日 4名でお見舞いに

伺う事になりました。 

 メンバーは竹田副会長・鈴木幹事・増田エレクト 

 私の 4名です。 

・前回の例会で集まりました義捐金 90,000 円を地区へ

送金させていただきます。 

規定委員会規定委員会規定委員会規定委員会よりよりよりより報告報告報告報告                    野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    規定委員長規定委員長規定委員長規定委員長    

・昨年は規定審議会の年で 3年に 1回行われます。 

ロータリーの規定並びに細則の変更等について協議

されました。2010 年 4 月 25 日～30 日までおこなわ

れた審議会の報告書が当クラブには 9月頃に届き、ク

ラブの定款・細則の変更作業に中村、安藤両パスト会

長、私の 3名で委員会を数回行ってきました。 

定款細則の変更内容について理事会で審議をし４月

６日終了致しました。本日配布いたしました内容で 

会員皆様のご意見をお聞きし、問題がなければ前回作

成いたしました定款細則の中身と各会員の皆様で差

替えをお願い致します。 

今回の改正につきましては皆様からの大変あたたか

いご指摘をいただきました事、心より感謝致します。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・ゴールデンウィーク中の事務局業務は、カレンダー通

りになっておりますのでお間違えのないように。 

・ファイヤーサイドの日程が決まりましたので、本日 

ＦＡＸにて送付いたします。必ず１回は参加して戴き

ますようお願い致します。 

・４月２２日（金）に今年度理事、次年度理事による 

 引継ぎ連絡会を行ないますので参加義務の方は宜し

くお願い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                    岩井岩井岩井岩井    茂次茂次茂次茂次    出席副委員長出席副委員長出席副委員長出席副委員長    

    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

清水宏明 会員・矢野清久 会員・神田正彦 会員 

秦琢二 会員・坂東保則 会員     

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1856 回 65 56 38 18 67.85% 

1854 回 66 58 40 18 68.96% 

前々回の修正メークアップ   5名 修正出席率          77.58% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８５６回（本年度 第３７回） 例会 平成２３年 ４月２０日  －晴－ 
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スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス))))伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子    副会長副会長副会長副会長    

川崎南川崎南川崎南川崎南ＲＣＲＣＲＣＲＣ    菊池菊池菊池菊池    康之康之康之康之    様様様様    

・お世話になります。 

川崎川崎川崎川崎マリーンマリーンマリーンマリーンＲＣＲＣＲＣＲＣ    島田島田島田島田    精二精二精二精二    様様様様    

・いつもお世話になっております。 

 今日は野沢様にお願い事があってまいりました。 

 宜しくお願い致します。 

布川布川布川布川    二三夫二三夫二三夫二三夫    会員会員会員会員    

・４月１５日８１歳の誕生日を迎え、それを記念して吉

野山の桜を見に行きました。 

竹竹竹竹中中中中    裕彦裕彦裕彦裕彦    会員会員会員会員    

・昨日、またやってしまいました。 

石川石川石川石川    庸庸庸庸    会員会員会員会員    

・１６日１７日勇気を出して第７回川崎楽大師まつり

“願い事の叶う町より１日も早い復興支援を願って” 

を開催したところ過去最高の人出ととなり大変嬉し

くやって良かったと感じました。ご協力をいただきま

した皆様、ありがとうございました。 

・本日、野沢隆規講師様、待ち望んでいました。 

宜しくお願いいたします。 

岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    会員会員会員会員    

・昨日のコンペでは、ハンディに恵まれ優勝させて頂き

ました。ありがとうございました。 

白石白石白石白石    浩司浩司浩司浩司    会員会員会員会員    

・いつもお世話になります。 

野沢隆規さん、卓話楽しみにしています。  

飯塚飯塚飯塚飯塚    元明元明元明元明    会員会員会員会員        

・松慶様、長男の誕生日にケーキを頂きありがとう 

 ございます。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・野沢隆規様、卓話宜しくお願いします。 

・楽大師献血活動に参加の皆様、お疲れ様でした。 

・川崎大師ゴルフコンペ、ドタキャンしました。ご免な

さい。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・野沢様、卓話を楽しみにしています。 

・昨日はゴルフ同好会参加の皆様、 

ありがとうございます。 

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

・野沢さん、卓話楽しみに来ました。 

 宜しくお願い致します。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

““““野沢隆規様野沢隆規様野沢隆規様野沢隆規様、、、、卓話宜卓話宜卓話宜卓話宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします””””    

布野真治布野真治布野真治布野真治・・・・石渡勝朗石渡勝朗石渡勝朗石渡勝朗・・・・谷澤幹男谷澤幹男谷澤幹男谷澤幹男・・・・坂東保則坂東保則坂東保則坂東保則・・・・鈴木幹久鈴木幹久鈴木幹久鈴木幹久    

牛山裕子牛山裕子牛山裕子牛山裕子・・・・秦琢二秦琢二秦琢二秦琢二・・・・水口衛水口衛水口衛水口衛・・・・野沢隆幸野沢隆幸野沢隆幸野沢隆幸・・・・小林勇次小林勇次小林勇次小林勇次    

横山俊夫横山俊夫横山俊夫横山俊夫・・・・長島亨長島亨長島亨長島亨・・・・船山昭三船山昭三船山昭三船山昭三・・・・鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫・・・・増田昌美増田昌美増田昌美増田昌美    

                                        各会員各会員各会員各会員          合計合計合計合計￥￥￥￥50,00050,00050,00050,000    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会                                        岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長    

・明日 4月 21日のデスクメーク中止のご連絡です。 

川崎 RCの例会が通常例会に変更になりましたので、 

デスクメークではなくなりました。 

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会                    坂東坂東坂東坂東    保則保則保則保則    社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長    

・４月１７日に行われました第２回目献血推進活動のご

報告を致します。午前、午後あわせて５１名の受付が

あり内４１名の献血が行われました。 

 会員１７名、RAC3名の計２０名の皆様にご協力頂き

ましたこと御礼申し上げます。 

ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会                                        布野布野布野布野    真治真治真治真治    委員長委員長委員長委員長    

・昨日行われました第２回渡辺年度ゴルフコンペは、 

 岩﨑 寛 会員が優勝を致しました。 

 岩﨑会員おめでとうございます。そしてニコニコをあ

りがとうございます。 

 次回は６月に予定しております。多くの会員の皆様の

参加をお待ちしております。 

卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介                                    長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

卓話者：野沢 隆規 様 

平成７年３月 大正大学 仏教学部 卒 

    ４月 川崎大師平間寺 入寺 

  現在   総務部 文書課 主任 

 

卓話卓話卓話卓話                        

川崎大師平間寺川崎大師平間寺川崎大師平間寺川崎大師平間寺    総務部文書課総務部文書課総務部文書課総務部文書課    主任主任主任主任            野沢野沢野沢野沢    隆規隆規隆規隆規    様様様様    

テーマテーマテーマテーマ：：：：    

「「「「川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師のののの年中行事年中行事年中行事年中行事」」」」    
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１１１１月月月月    

  元旦  初詣・元朝大護摩供修行 

  ８日  初薬師 

 １０日（第２月曜日） 

      成人式法楽 

      新成人を迎え身上安全を祈願 

 ２０日 

 ２１日 

 ２８日  初不動 

２２２２月月月月    

  ３日  節分会・追儺式（豆まき式） 

      ご篤信を年男・年女に迎え、節分会・除災

招福大護摩供奉修のうえ、恒例の豆まき式

を修行 

      星供（星まつり） 

      その年、人それぞれの運命をつかさどると

いわれる九つの星を供養し、ご信徒の無事

息災、一家繁栄など諸願成就を祈願 

１５日  涅槃会 

     釈尊の入滅された日。釈尊涅槃図をかかげ

厳かに法要を修行 

２１日  福徳稲荷大祭・午まつり 

２２日  聖徳太子年祭 

３３３３月月月月    

 １８日～２４日 

      春彼岸 

      御影供まつり 

      御本尊・弘法大師ご入定の２１日を中心に

この期間特別法要を修行 

 １８日  御花奉納式 

 １９日  御褥奉納式 

 ２０日～２２日 

      正御影供 

 ２３日  正御影供百味供付二箇大法要 

      御本尊に百味のお供えをし、二箇大法要を

修行 

  

 

２４日  大般若経転読会 

      600 巻の大般若経を 12 人の僧侶によって

転読する法儀 

4444月月月月    

  1日～８日 

      花まつり週間 

      １日から８日までを「花まつり週間」とし、

花御堂をかざって釈尊のお誕生を奉祝。 

      期間中、甘茶接待 

 １０日  ご供茶式（裏千家千宗室お家元勤仕） 

 １５日  清瀧権現年祭   

      川崎大師東京別院薬研堀不動尊年祭 

 ２１日  開山忌法要 

      大般若転読会 

５５５５月月月月    

 １５日  御本尊弘法大師降誕奉祝会 

      宝亀５年（７７４）６月１５日に誕生され

た御本尊弘法大師のお誕生を奉祝し、報恩

感謝の大法要を修行 

 ２０日・２１日  

      春大祭 

 ２０日  救世観音年祭 

 ２１日  まり塚まつり 

      二箇大法要 

 ２２日  御献茶式（宗徧流山田宗徧お家元勤仕） 

 ２７日  川崎大師薪能 

６６６６月月月月    

 １７日  興教大師降誕会 

      嘉保２年（１０９５）に誕生された興教大

師覚鍐上人のお誕生を奉祝し、報恩感謝の

法要を修行 

 ２６日  二箇大法要 

７７７７月月月月    

 １６日  大施餓鬼会 

 １７日～２１日 

      川崎大師風鈴市 

 ２８日  塩原温泉川崎大師厄除不動尊年祭 

 

初大師 



川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    週報週報週報週報    第第第第３７３７３７３７号号号号                                            ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    ４４４４月月月月２７２７２７２７日日日日    発行発行発行発行            4頁    

 

 

Building CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding Communities  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents    地域地域地域地域をををを育育育育みみみみ・・・・大陸大陸大陸大陸をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    2010201020102010----11111111 年度年度年度年度    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2590259025902590 地区地区地区地区    

８８８８月月月月    

 ２０日・２１日・２２日 

      夏期講座 

９９９９月月月月    

 １７日  稚児大師年祭 

 ２０日・２１日 

      秋大祭 

 ２０日  遍路大師年祭 

 ２０日～２６日 

      秋彼岸 

 ２１日  二箇大法要 

 ２５日  秋彼岸檀徒総回向 

１０１０１０１０月月月月    

 １日・１５日・２０日・２１日 

      秋詣で 

 ２日   茶筅供養（裏千家淡交会川崎支部） 

 ９日   ご供茶式（江戸千家川上閑雪お家元勤仕） 

１１１１１１１１月月月月    

 １日～３０日 

      七五三祝子育祈祷月間 

      稚児大師ご宝前において七五三祝子育祈

祷会を修行 

 １日   七五三祝子育祈祷月間開白大法要 

 ２日   密厳流遍照講川崎大師奉詠大会 

 ３日   七五三祝子育祈祷・大般若経転読会 

 ６日   薬師如来・十二神将年祭 

２７日   二箇大法要 

３０日   七五三祝子育祈祷月間結願大法要 

１２１２１２１２月月月月    

 ８日   成道会 

１２日   陀羅尼会 

      真言宗中興の祖・興教大師の恩徳を謝する

法会を修行 

２０日・２１日 

      納めの大師 

２８日   納めの不動 

３１日   除夜法楽 

      鐘楼堂で法楽のあと百八つの鐘が 

撞かれて新春を迎える。 

 

おおおお大師大師大師大師さまのおしえさまのおしえさまのおしえさまのおしえ    

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊   しんくいのさんみつ  ＊＊＊ 

 「合掌し真言をとなえその時に心に仏さまを想う」 

 この３つを揃えることにより、この体自体が仏様に 

 なれるとお大師さまは説いている。 

 日常生活の中でも食事をするときに手手手手を合わせ 

口口口口で「いただきます」と言い心心心心に感謝をもつ 

私の中では「1日三度の仏の時間」といっています。 

皆様も是非実践してみて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

最後に一つお願いがございます。 

川崎青年会議所もメンバーの減少が多く、皆様の 

ご子息もしくは社員の方で 20～40までの方が 

おられましたら是非ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

即身成仏 

（この身 このまま仏になる） 

 

三密 

身    口    意 

 

体   言葉   心  

次回次回次回次回例会例会例会例会はははは 5555 月月月月 11111111 日日日日（（（（水水水水））））    

第 7回クラブ協議会 

 

5月 4日（水）例会 

休会です 

 

クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二 

おおおお間違間違間違間違ええええののののなななないいいいようようようようにににに‼‼‼‼    


