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  2016-18年度 米山奨学生

　陳成姫(ジンソンヒ)さん

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.2/20～21ライラ報告書を回覧いたします。
2.過日、盲導犬育成のための募金活動に対する
 お礼状が届いてます。
3.ＩＣＵ国際基督教大学ﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰより
　第14回ﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰ年次ｾﾐﾅｰご案内

今後の予定

◎ 5月19日(木)　 「ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換 卓話」
  　　ｴﾘｱｽ君（Niklas Elias Kopp)

◎ 5月26日(木)  「外部卓話」　ロベルト氏
　　　　　　　　　　　
◎ 6月 2日(木)  「韓国のロータリークラブ」
  　　宮本欣淳会員

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告
1．例会変更のお知らせ
2.5/7（土）水辺の楽校がありました。
 森野会員、増田（敏）会員、御幡青少年奉仕委
 員長、河口会長（４名）
3.本日、理事会あります

委員会報告

　　■秦　明 広報・記録・雑記委員長代理
　 ロータリーの友掲載記事について
■松中秀司 友好クラブ委員長
　 あーすフェスタかながわ開催のご案内
■小枝義夫 次年度幹事
  　  次年度に関するお知らせ
■山﨑美津夫 親睦活動委員長
　 ５月の誕生会

　　

小山宏明

　　

５月のお誕生会

 

増田洋一会員 5月24日

Happy
 Birthday!



◆ 山﨑会員
 先日、福島県の楢葉町に仕事の関係で行ってきま した が、
 まだ復興にはほど遠い感じでした。 7月から工 事が決ま り
 ちょっとはボランティア出来そうです。
 野口さん、卓話楽しみにしています。
◆伊藤秀司会員
 野口さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆福嶋会員
 新緑の候となりましたね。６月の真鶴を大いに期待し てお
 ります。野口さんへ
◆小山会員
 本日は、Ｒ財団地区補助金の審査会があります。
 補助金を有効活用し、色々な分野での奉仕活動に役 立 て
 ていただければ有難いと思います。
◆鈴木会員
 轟さん、過日は東京ドームで貴重な試合を見させてい た
 だき、有難うございました。
 野口さん、本日の卓話楽しみにしております。
 林さん、ようこそマリーンの例会へ楽しんでいって下さ い。
◆増田洋一会員
 スキューバーダイビングライセンスを取得しました。
◆伊藤恒満会員
 野口さん、今期プログラムの担当お疲れ様でした。
 又、本日は自ら卓話をしていただき有難うございます。
 楽しみです。
◆ 河口会員
 野口さん、今期プログラム担当お疲れ様でした。
 又、本日は自ら卓話をしていただき、有難うございます。
◆ 安本会員
 極楽へ連れて行ってください！

◆ 野口会員
 今日も宜しくお願い致します。
◆ 増田会員
 国際武道空手連合の仲間で弁護士の林伸彦さんが ロー
 タリーに興味があるということでご招待しました。
 皆様で是非お誘いください。 
◆ 茶谷会員
 林様、いらっしゃいませ。
 野口様、本日は宜しくお願いします。
◆ 山本会員
　 秦様、本日は宜しくお願い致します。
 野口様、本日の卓話楽しみにしております。
◆ 秦会員
　 野口さんの言うことろの極楽界とはどういうことろか興 味
    深々です。
◆ 島田会員
　 野口さん、本日の卓話大変楽しみにしています。
 宜しくお願い致します。
◆松中会員
　  野口さん、卓話の程宜しくお願いします。
 多文化あーすフェスタかながわにご関心のある方は 是非
 ご見学のほど宜しくお願いします。
◆武藤会員
 野口さん、卓話楽しみにしています。
◆森野会員
  極楽って天国？
◆ 小枝会員
　 野口さん、卓話楽しみにしていました。
 宜しくお願いします。
◆ 中條会員
　 野口様、極楽界についてのお話楽しみにしていま す。

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

★御礼が遅くなり失礼しました。河口会長はじめマリーンの
　皆様には昨秋の叙勲に際し御祝儀賜り感謝申し上げます。
　今後共よろしく。（関 進 様　川崎中央ＲＣ）　

東日本大震災義援金　 6,000 円

　　　累計金額 　　136,000 円

本日のニコニコ　　　33,000　円

　　　累計金額  　 813,000  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

　野口四郎　会員

本日の卓話

　

『極楽界について』
今日は何と極楽界について話したいと思います。私なりに67年生きてきまして極楽界がどの様
な物か考えて来ました。なにぶん宗教家でもなく、何の裏付けも根拠も有りませんが、私なりに
経験の中で考えてきた事を話したいと思います。30年位前ですが、お茶会を通して川崎大大
師で色々な事を教えていただく機会がありました。川崎大師は弘法大師で、真言宗智山派で
す。総本山は京都にある智積院で、大本山は三つ有りまして成田山と高尾山そして川崎大師
です。川崎大師で15年くらい前ですが、弘法大師ご入定1,150年記念のお茶会があり、その実
行委員に成りました。そんなことで弘法大師の事も勉強致しました。入定と言うのは、生きなが
ら死ぬ事なので、即身成仏これが唯一極楽に行ける道です。50日も前から水だけを飲んで、
穴の中に入って鐘を鳴らします。40何日目かで音が止み、それから一週間して開けてみるとミ
イラに成っている。これが即身成仏です。つまり、お大師さんの教えは現世利益で「生きている
うちに少しでも世の為人の為に成ろうよ」という事です。生きている時に幸せに成りましょう。
死んでからの事は考えないのです。そのお手本として弘法大師は即身成仏されました。
その教えが現在まで延々と伝わっているのです。弘法大師の四国お遍路は、山の上の厳しい
所にお寺があります。皆さん何故だか分かりますか？これは当時らい病などで差別を受け、病
で苦しんでいた人々を少しでも早く死なせてあげる為だったそうです。お遍路の途中で倒れた
人の杖を立てて墓標にするのが、お接待の始まりと言われています。
衛門三郎の逸話があります。この人は豪農で強欲な人だったそうです。ある日、托鉢に来た僧
侶の持っていた鉢をほうきで叩き壊して、追い返してしまったそうです。その後、罰が当たった
のか次々に禍が起きて、8人いた子供達が次々に亡くなってしまいます。夢枕にその時の僧侶
が現れ、追い返した僧侶が実は弘法大師だと気が付くのです。衛門三郎は許しを求めてお参
りの旅を始めました。これが、お遍路の始まりと言われています。20回まわりますが、その僧侶
に会えませんでした。21回目に逆廻りをして、12番札所の焼山寺でとうとう倒れてしまいます。
倒れた所でやっと弘法大師に出会い、許しを請う事が出来ました。
　四国お遍路には、｢順打ち｣｢逆打ち｣｢通し打ち｣｢区切り打ち｣好きな所から廻る｢乱れ打ち｣と
5種類が有ります。今年は60年に一度の丙猿で、この年に逆打ちするとご利益3倍だそうです。
私は悟りまで道半ばですが、今回のお遍路で忙しい日常生活の中、自分を振り返る時間を持
つことが出来た事は確かでした。皆さんもたまには自分を見つめ直す余裕を持って、悔いの無
い人生を送って欲しいと思います。
野口会員は御幡会員と共に、先月四国巡礼の旅をされました。なんでも野口会員のお父様は、
お遍路をして喜んで亡くなられたそうです。「自分も父の歩いた道を歩いてみたかった」と話し
ておられました。
先祖の供養、そして現在の自分の姿を見つめ直す事は、大切な事だと改めて思いました。
野口会員、本日は貴重なお話しをありがとうございました。

　四国八十八ケ所巡りでの
　 お遍路の白衣や用具など
　 も紹介していただきました


