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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1859回例会 令和 4 年 8 月29日
今週の歌 「我らの生業」
卓
話 「私の人生

（今まで歩んで来た事を伝えます）
」

家村 武志 パスト会長

第1860回例会 令和 4 年 9 月 5 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「私の職業」

瀧川健一朗 会員
「2022年国際ロータリー

規定審議会報告」

橋本 徹也 規定情報委員長

前回の記録
会長挨拶

伊藤会長

裕があります。
大きな経費削減となりました。
現在のところ、特に仕事に支障をきたすような課題
はありません。
テレワークを使った在宅医療向けのレセプト代行入
力というサービスを進めています。
この代行入力を行うパートスタッフ約50名がテレ
ワークで作業してもらっています。
採用もオンラインミーティングですので、一度もリ
アルで会ったことのないスタッフが働いています。
これは、子育てや介護負担のある方が働きやすい形
態なので、この人手不足でも採用は比較的簡単な状況

先日、ジャンボ将棋イベントへ行って参りました。
ご参加頂いた、メンバーの方々お疲れ様でした。
久しぶりに小学生と接し新鮮でした。
子供の頃、夏には家の前で将棋をやっていた懐かし

です。
また、地域により最低賃金差を利用できます。
最低賃金の平均が930円、最高が東京1,041円、最低
が沖縄820円です。

い昭和も思い出しました。
今後もこのようなイベントが広がればと思います。
そして、今日はテレワークについての話をしたいと
思います。
コロナになり、一気にテレワークが進みました。
私はずいぶん前からテレワークをした方がいいと
思っていました。
そして、コロナ禍となりほとんどの社員がテレワー
クとなりました。
弊社では約100名の社員・パートがいますが、90％
以上はテレワークです。
このおかげでオフィスを半分にしてもスペースに余

浄土真宗本願寺派 來光寺 住職

本田

智生 様

青少年奉仕委員会

最近は沖縄からの募集が多くなっています。
自宅で仕事をして賃金が高いワケですから、当たり
前です。
コロナで働き方のバリエーションが増えたことは良
かったのではないでしょうか？
それでは最後に、健康情報をお伝えしたいと思いま
す。

福原委員長

8 月17日、吹田市立江坂大池小学校の体育館で公民
館の青少年講座として、「校長先生・教頭先生と遊ぼ
う」が、開催されました。当クラブは、協賛として参
加し、寄贈したジャンボ将棋の提供とお茶の差し入れ
をし、運営のお手伝いをいたしました。当日は、伊藤
会長にご挨拶をいただき、江坂大池小の生徒と一緒に

安くて甘いものは危険！

将棋を楽しみました。今後もこういった活動を社会奉

そんなに安価に作れるのか？
なぜ、甘いものはまた食べたくなるのか？
欲望を満たすために開発された、人工甘味料が犯人
ではないでしょうか。
大企業が作っている、売っているから人畜無害だと
思い込んでいませんか？
血糖値を乱し眠気や肥満、体内でメタノールが作ら
れ、肝臓にダメージを与える。
人工物を当たり前に身体に入れることを考えた方が
いいのではないでしょうか。

仕委員会と青少年奉仕委員会の共同で、続けていきた
いと思います。
当日の参加者は、伊藤会長、橋本芳信幹事、近藤社
会奉仕理事、家村パスト会長、榎原会員、紙谷会員、
清水大吾会員、橋本幸治会員、橋本徹也パスト会長、
わたくし福原の計10名でした。参加いただいた皆様、
ありがとうございました。
○青少年交換プログラムについての告知
第2660地区より、青少年交換プログラムの募集につ

ご参考にして下さい。

いて連絡が来ています。

ゲスト紹介 親睦活動委員会 木田委員長
本日はゲストスピーカーとして浄土真宗本願寺派
來光寺 住職 本田智生様にお越し頂いております。本
日の卓話宜しくお願いします。

次年度の希望者を募集しております。出発は2023年
8 月です。
応募期間は 8 月17日から 9 月30日までです。
希望される方は詳細なパンフレット等をお渡ししま
すので、私か、幹事、佐藤青少年交換委員長までお申

幹事報告

橋本
（芳）
幹事

し出ください。

社会奉仕委員会

1 ．コロナの感染が治まっていません。感染危惧の方
の例会欠席が増えつつあります。

近藤委員長

青少年奉仕の福原委員長から報告のジャンボ将棋で

 前年度は危惧だけで出席扱いとなっていましたが

すが共同で初めて実施出来ました。

今年度はZoomによるハイブリッド例会での出席を

江坂大池小学校の生徒と公民館や学校関係者も含め

促しています。欠席免除の方は良いのですがZoom

約30名「次の 1 手は、ああだこうだ」と楽しい時間が

によるハイブリッド例会に参加していなければ欠席

過ごせました。

扱いになります。お名前・顔出しの参加で出席と認

天候も悪く、蒸し暑い中、参加いただいたクラブメ
ンバーに大変感謝しております。

めています。
 どうしても参加できない方はメーキャップをお願

今後も機会が許す限り、市内の小中学校に共同で実
施したいと考えております。

いします。
 メーキャップ等で解らないことは事務局までお問

引き続き、ご支援をよろしくお願い致します。

い合わせください。

米山記念奨学会委員会

2 ．来週 8 月29日は、理事会を開催しますので、理事
の皆様宜しくお願い致します。

出席報告
●会

員

数

出席会員数
●来

客

本日、家村会員、橋本（芳）会員、瓜生会員より特別

出席委員会

島倉委員長

41名
32名（内Web出席
1名

瀬川委員長

3 名）

本日の出席率

91.43％

● 8 月 1 日の出席率（メーキャップ含む）100％

寄付をいただきました。ご協力ありがとうございまし
た。

ロータリー財団委員会

長屋委員長

本日、家村会員、塚脇会員より寄付をいただきまし
た。ご協力ありがとうございました。

野球同好会

清水
（大）会員

☆第37回全国ロータリークラブ野球大会のお知らせ
下記日程で第37回全国ロータリークラブ野球大会
（親睦大会）が 4 年ぶりに開催されます。甲子園球場
でスタンド､ ロッカールーム､ ベンチ内観戦も自由に
出来ます。
ご夫人､ ご家族､ 知人お誘いの上是非応援・ご観戦
下さいますようご案内申し上げます。
今回も特別入場証が必要となります。何枚でも要請
出来ますので、ご家族・知人のご来場人数を、別紙回
覧にご記入下さい。
日

卓

話

正信偈（しょうしんげ）について
浄土真宗本願寺派 來光寺
住職 本田



智生 様

親鸞聖人（1173年～1262年）の著作、『顕浄土真実
教行証文類』
（教行信証）とよばれ「教巻」
「行巻」
「信
巻」
「証巻」
「真仏土巻」
「化身土巻」の六巻があります。
この「行巻」には「南無阿弥陀仏」の名号こそが、
私たちを間違いなく浄土に往生させるはたらきである
ということが説かれています。その「行巻」の末に示
された偈文が「正信念仏偈」であります。
最初の二行、『帰命無量寿如来』
『南無不可思議光』

時：2022年 9 月10日（土）

ではじまります。親鸞聖人ご自身の阿弥陀如来への帰

第 7 試合・17：00～18：15

依信順をあらわされています。

ベ ン チ ： 3 塁側ベンチ
対戦相手：北海道

次いで『大無量寿経』に基づいて、法蔵菩薩が世自

赤平ロータリークラブ

場

所：阪神甲子園球場

住

所：兵庫県西宮市甲子園町 1 -82

在王仏のもとで本願を起こすいわれについて述べら
れ、釈尊がこの世にでられた意味とみ教えをいただく
心構えがあり、世の中の困難なことはたくさんあるけ

（球場入口は 6 号門です）
アクセス：阪神電車「甲子園駅」から徒歩 2 分

れど、念仏を正しく信じて持つことは、困難なことの

お車の方は甲子園球場内の駐車場は利用可です。

す。

（ロータリーの関係者と言えば大丈夫です。43号線下
の側道よりお入り下さい｡
西宮IC方面からは側道のダイエー甲子園店先を右
折してお入り下さい）

中の困難で、これ以上の困難はないと述べられていま
そして浄土真宗の基盤となる教えを伝えてくださっ
た、インドの龍樹菩薩（150～250頃）、天親菩薩（400
～ 480 頃）、中 国 の 曇 鸞 大 師（476 ～ 542）
、道 綽 禅 師
（562～645）、善導大師（613～681）、日本の源信和尚

試合時間：1 試合 7 回まで､ 1 時間15分打ち切り
（70分を超えて新しいイニングに入らな
い）

（942～1017）、源空上人（1133～1212）の七高僧の徳
が讃えられ、釈尊が説かれたお経の教えを伝えた龍
樹・天親の二菩薩と祖師方は、悪にまみれた私を救っ
てくださるのだから、ただこの高僧の説を信ずべしと

そ の 他：雨天の場合は中止です。
（当日の甲子園球場の判断に従います）

勧めてくださいます。
このみ教えをいただき信心を喜び現代社会におい
て、いかに生きていくのか。

☆野球部練習日程
・9月3日
（土） 7 ：00～ 9 ：00

中の島野球場A面

ご門主のご消息に『～仏智に教え導かれて生きる念
仏者として、山積みする現代社会の多くの課題に積極
的に取り組んでいく必要があります。まさにこのよう

ニコニコ箱

荻田SAA

●本田会員

本田師、本日の卓話お願いします。

●坂本会員

約 1 ケ月ぶりの会場参加となりました、

皆様くれぐれもお気を付けください。
●木田会員

できる社会の実現に貢献する」道が拓かれていくので
ありましょう。』とあります。
本願寺派では長い期間、さまざまな差別問題と取り
組み研修を重ねてまいりました。最近では貧困（子ど

例会欠席のおわび。

●橋本
（徹）
会員

な営みの先にこそ、「自他共に心豊かに生きることの

も食堂）やSDGs（17の持続可能な開発目標）などの

角谷秀明様を偲んで。

新しい取り組みもでてきました。社会問題とどう向き

本日のニコニコ箱

12,000円

累計のニコニコ箱

225,000円

合い、共に歩んでいけばよいのか。学びを積み重ねて
いきたいものです。

イマジン ロータリー

ジャンボ将棋
8 月17日 「校長先生・教頭先生と遊ぼう」

献立はさておき今日も買ふ茄子

盆棚に一番でかい茄子置く

朝採りの茄子を洗へばキュッと鳴る

山牛

美加代

ときよし

まさお

八月度俳句同好会︵第四一九回︶
兼題﹁冷房・茄子・秋近し﹂

隣室に爪を切る音秋近し

次回 九月度句会
兼題﹁爽やか・朝顔・流星﹂

本田智生様
（兄）を紹介する本田会員

卓話風景
8 月22日

