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御子柴智義

９月 ５日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
石井 伸二 会長
臨済宗建長寺派満願寺
住職 永井 宗直

様

ビジター
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)9 月 5 日
出席対象
総数
出席数
出席率
数
23 名
23 名
16 名
69.57％
（前々回)8 月 8 日
出席対象
総数
出席数
出席率
数
23 名
23 名
10 名
43.48％
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
8/22 鎌倉ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
森
洋会員
8/23 公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 前川永久会員
8/25 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
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永井 宗直様

メークア
ップ
2名
メークア
ップ
4名

計
18 名
計
14 名

修正出席
率
78.26％
修正出席
率
60.87％

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 小菅健史会員
青少年交換来日学生研修会
石井伸二会長 前川永久会員 高田源太会員
8/29 横浜ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井伸二会長
8/31 三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
出席報告
9/2
帰国学生報告会 前川永久会員 高田源太会員
品川昌義例会担当
9/4
横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
ようこそいらっしゃいました。永井宗直様、
本日は卓話宜しくお願い致します
福嶋義信会員 永井宗直様 卓話宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 臨済宗建長寺派満願寺永井宗直住職様、ようこそ
いらっしゃいませ。お話宜しくお願い致します
ﾆｺﾆｺ報告
品川昌義会員 臨済宗建長寺派満願寺住職 永井宗直様
平林祐樹副 SAA
ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています
前川永久会員 永井宗直住職、本日はようこそおいで頂きました。ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願
い致します。
小出純子会員 お休みばかりで申し訳ございません。
永井宗直様 お話楽しみにしております。
海老名敬子会員 永井宗直様 本日はお話宜しくお願い致します
浅野径子会員 永井宗直様 本日は宜しくお願い致します。
伊与田会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 伊与田さん「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します。
永井住職｢坐禅について｣のｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
8/25
8/26

ニコニコＢＯＸの合計は 11,000
11,000 円(累計 108,000
108,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
・地区大会本会議９月１８日（祝・月）は、9：30 旧湘南信用金庫前にﾏｲｸﾛﾊﾞｽをご
用意しておりますのでご出席の方は宜しくお願い致します
・９月８日（金）親睦ｺﾞﾙﾌ大会に参加される方は宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①RI 日本事務局より９月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１０９円（現行１㌦１１１円）
②社会国際奉仕ｾﾐﾅｰのご案内
日 時 １０月２１日（土）１３：００～１５：３０
場 所 JR 辻堂駅北口 ｱｲｸﾛｽ湘南６F「E 会議室」
◎ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会登録のご案内受領
日 時 １１月 ３日（祝）９：３０受付
場 所 光明学園相模原高等学校
◎第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内受領
日 時
９月１１日（月）18：30～
場 所
ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
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◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のご案内受領
◎回覧
①ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
・第 2 ｿﾞｰﾝ RI 理事指名委員会地区代表委員について
・2019 年規定審議会制定案の地区承認に関する件
②米山梅吉記念館「館報」
③横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友９月号
◎本日例会終了後定例理事会開催
◎９月１２日（火）夜間移動例会 横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ野球観戦 17：30 現地集合
◎９月１８日（月・祝） 地区大会本会議
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ集合出発 旧湘南信用金庫前 9：30
「委員会報告」
●地区公共ｲﾒｰｼﾞ委員会委員・青少年交換学生ｶｳﾝｾﾗｰ
前川永久
①公共ｲﾒｰｼﾞ委員会より
ﾎﾟﾘｵ撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを下記の日程で行います
・９月 ８日（金）親睦ｺﾞﾙﾌ大会
・９月１８日（祝・月）地区大会本会議ｼﾞｭﾃﾞｨｵﾝｸﾞ氏講演
②青少年交換委員会より
ｴﾘｰｰｻﾞさんの最近ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・８月２６日（土）来日青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（地区）
・９月 ２日（土）派遣学生帰国報告会（地区）
・９月１２日（火）当ｸﾗﾌﾞ移動例会野球観戦参加予定
｢スピーチ｣

〈Ｒの友９月号紹介
〈Ｒの友９月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長代理
ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員 伊与田あさ子〉

今月 9 月は「ﾛｰﾀﾘｰ月間」です。
横組み P7~12 は「より身近な友を目指して」と題して、ﾛｰﾀﾘｰの友
の読み方解説などの特集です。P7 右下「友の強い味方！ﾛｰﾀﾘｰの友地
区代表委員」とあるのが現在の私の役職です。ｶﾞﾊﾞﾅｰの代理として各
地区から１名ずつ選出され、ﾛｰﾀﾘｰ活動を「友」に反映させるべく日々
努力しております。
P13~19 特集「ようこそ、日本へ」のうち、第 2780 地区からは秦野 RC の「多文
化共生を支える」と題して記事があります。外国人の様々な悩みや問題を聞けるのは
「多業種の会員が集うﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの得意とするところ」と書かれています。
縦組み P4~7「いじめのない社会をめざして」
実は私の娘は知的障がい者で今年 40 歳になりますが、生まれてこのかた障害がある
というだけで、これまでに様々ないじめに会いました。よくもここまでやるなあとい
うほどのいじめもありました。そのようなわけで「いじめは犯罪であり重大な人権侵
害である」と訴える NPO 法人ｼﾞｪﾝﾄﾙﾊｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ元理事篠原宏明氏のこの記事は、あ
まりにも私にとって辛くてこの場でご紹介できませんので、皆さん今日ﾛｰﾀﾘｰの友は
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一番にこの記事を読んでください。
そんな娘でしたが、救いの手もありました。４歳くらいの時、娘が数人の子に寄っ
てたかっていじめられている最中に「お前たちやめろ！恥ずかしくないのか？未亜ち
ゃんをいじめて！」と、止めに入ってくれた子がいました。分かっていてくれる子が
いることを知りました。
私も昨年つらい目にあわされることがありましたが、娘はこれよりもっともっと苦
しい思いを何年間もしてきていると思い、耐えました。そして現場に居合わせた方々
や、話を聞いた方からの激励をいただき、やはりわかってくださるかたがいて救われ
たものでした。いじめられても、いじめる側にはなるまい。こう思います。

～坐禅のお話～
臨済宗建長寺派満願寺
住職 永井 宗直 様
１ 坐禅のコツ
坐禅は自分を自然に戻してゆく修行
２ ｢無為自然｣、浮かんできたこと（念）を追いかけずにそのま
ま放置し、自我活動を開始させない努力。
つまり修行とは・・・そしてその修行は、生涯自己の満足追
及を放棄する修行、即ち無所得・無所悟（ただ生かされて生
きている本来の在り方）を体得する事。
３ 主客を交えない茶の精神（四ッ
主客を交えない茶の精神（四ッ頭茶会）
４ ｢日々是好日｣～善し悪しは自分がつくるだけであって、日に善悪は無い。
｢日々是好日｣～善し悪しは自分がつくるだけであって、日に善悪は無い。
５ 「与えることの大切さ」～与えることと、受け取ることは同じ～
「与えることの大切さ」～与えることと、受け取ることは同じ～
６ ｢得る｣のではなく、「与える」方に気持ちを向けると「今｣にいやすくなる。
（結果への執着の手放し、過去の手放し）滅私奉公（最近聞かなくなった）。
７ ｢もの持たぬ たもとは軽ろ
たもとは軽ろし、夕涼み｣（白隠禅師）
８ ｢形見とて何残すらむ 春は花夏ほととぎす 秋は紅葉ば
秋は紅葉ば」（良寛）
９ ｢仏道をならふというは、自己をならふなり、自己をならふといふは、自己を
わするるなり。自己をわするるというふは、万法に証せらるるなり｣（道元）
１０ 『無心のすすめ』
無心のすすめ』（ﾌﾚｯｼｭ･ﾏｲﾝﾄﾞ）永井宗直著（集英社）
１１ ｢禅とは何か。いま
｢禅とは何か。いまを発見することである｣
いまを発見することである｣
１２ ｢無心とは無欲ではない。目の前がちゃんと見えているか、いないかである｣
１３ ｢山水に得失なし。得失は人の心にあり｣（夢窓国師）
１４ ｢瓦を磨いて鏡にする｣
１５ ｢平常心是道｣ 凡人にはあたりまえの生活をすることが出来ない
１６ ｢苦しみや困難は 問題とするか、しないかである｣（井上ひさし）
１７ ｢ﾁｬﾚﾝｼﾞして失敗を恐れるよりも何もしないことを恐れろ」（本田宗一郎）
１８ ｢この秋は雨かあらし
｢この秋は雨かあらしか知らねども今日のつとめに田草とるなり」
（二宮尊徳）
あらしか知らねども今日のつとめに田草とるなり」（二宮尊徳）
１９ ｢2.5 人称の視座｣（柳田邦男）～他人事とは思えない、いのちの視座～
２０ 制度を変えると問題が解決される×→やっぱり最後は人間、誰が何をやるかに
尽きる。
２１ 頭で理解する（わかる）だけでなく、自分の体全体で納得する
新刊『禅の坊さんもぼやく、そして学ぶ』永井宗直著（角川書店）
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～例 会 風 景～

ｹﾞｽﾄのご紹介
福嶋義信会員

行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
９月 ５日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
卓話 臨済宗建長寺派満願寺住職 永井宗直様
第３回定例理事会 13：40～14：30
１２日（火）移動例会 横浜ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ野球観戦 横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ 17：30 集合
１９日（火）通常例会 地区大会報告
１０月 ３日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 宮本清志様
第４回定例理事会 13：40～14：30
１０日（火）合同例会 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
卓話 郷土史家 山本詔一様
１７日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 大谷新一郎様
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