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本日の例会

次回３月１０日の予告

RC ソング「君が代」「奉仕の理想」

２月１７日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２５名

　出席免除者５名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　２名

　出席率 92 . 5 9％　　　1 月 27 日の修正出席率 10 0％⑦

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 四つのテスト」　
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか　

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

【インフォメーション／社会奉仕委員会】

今　野　委員長

　　　　　　　「四つのテスト」ＲＣソング

　武田 様（堺東南RC）お客様紹介

【インフォメーション／ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会】

中　野　委員長

　● ３月のお祝い ●

　＜会員誕生日＞

　　三重野 会員　　

　＜奥様誕生日＞

　　三重野 様

　＜結婚記念日＞

　　江口 会員　　北野 会員　　吉村 会員

　＜創業記念日＞

　　北野 会員　　吉澤 会員

　＜入会記念日＞

　八百会員／H6年3月1日(満21 年･皆出席20回）

　吉澤会員／H13年3月13日(満14年･皆出席13回)

　＜亡き御主人様ご命日＞

　　沼田 様
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委員長報告

高　松　幹事幹事報告

にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／林会員、本日の卓話「私の仏教観」、　

　　　　　楽しみにしています。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／林会員、卓話、ご苦労様です。

中村副会長／林会員の卓話「私の仏教観」楽しみ

　　　　　　にしています。

高松幹事／林会員の卓話を楽しみにしています。

江口会員／林会員、卓話、楽しみです。

　　　　　遠藤会員よりドイツのお土産を頂き感謝。

遠藤会員／林会員の仏教観、拝聴します。

今野会員／林会員の卓話、期待しています。

城戸会員／林会員の卓話「私の仏教観」楽しみ　

　　　　　です。

　　　　　堺東南RC 武田様ようこそ。ごゆっくり

　　　　　して下さい。

上松瀬会員／林会員、本日の卓話、楽しみです。

北野会員／林会員さん、卓話、ご楽しみにしてい

　　　　　ます。

松永会員／卓話、楽しみです。林会員ご苦労様です。

三重野会員／林会員、卓話、ご苦労様です。

沼田会員／林会員の卓話、楽しみにしております。

奥野会員／林会員の卓話、楽しみに聞かせて頂き

　　　　　ます。

阪上会員／林会員、本日の卓話ご苦労様です。

咲山会員／林会員、卓話ご苦労様です。

芝山会員／林会員の卓話、ご苦労様です。

　　　　　「私の仏教観」楽しみです。

会長の時間 小　寺　会長

■親睦活動委員会／芝　山 委員長■

■社会奉仕委員会／今　野 委員長■

●今日は久しぶりに孔子についてお話しさせて

頂きます。

　「子曰く、人の生くるは直し。これを罔いて生

くるは、幸いにして免るるなり。」と孔子は言っ

ています。この論語を訳しますと、人間は正直

に生まれついたものだ。それを無視して曲がっ

た生活をする者が無事に過ごせても、それはま

ぐれ当りで生きているだけだ。何事にも素直な

人は、人として正直に生きている。

孔子の言う「直」とは、素直、正直などと使わ

れるように、心が真っ直ぐなことを言うようです。

孔子は、人間は本来、正直者であり、そのよう

な生き方を無視して成功している人間は、たま

たま運よく成功しているだけだと言っています。

世間には「正直者は損をする」といって、法律

を犯してまでも私利私欲を追及する人間がいま

すが、そうした生き方をする人間は、早晩自滅

する運命にあるようです。

「天網恢々疎にして漏らさず」という老子の言葉

にある様に、隠し事や悪事は、いずれ必ず裁か

れるのが、この世の道理であると言われていま

す。

他人をだましたり、嘘をついて成功している人

を見ると憎らしく思うかもしれませんが、「正直

者の頭に神宿る」「正直は一生の宝」と日本の諺

にもあるように、正直に生きることほど大切な

ものは無いようです。「正直に生きることを無視

する」ことは、人間であること自体を放棄して

いると言えます。自分の人生には真っ直ぐに向

き合い、徳を身に付けたいものです。

 春の家族会開催のご案内

恒例の「春の家族会」の詳しいご案内を各位の

棚に配布しています。申し込み締め切りは3 月

3 日ですので多数ご参加をお願いします。

 春の火災予防運動キャンペーン参加の再度お願い

先にご案内いたしました「春の火災予防運動」

が3 月 1 日より7 日まで行われます。下記のと

おり街頭キャンペーンに参加致しますので、ご

多用とは存じますが多数の御参加を再度お願い

致します。

　日時／3 月 2 日(月）9 時～ 10 時

　場所／中百舌鳥駅前ロータリー

 大相撲 「遠藤関」 来訪のお知らせ

3 月 8 日より大相撲春場所が始まりますが、そ

れに先立って遠藤関が下記要領で堺東 RC 事務局

に来訪されますので、ご都合のつく方はお集ま

りください。

　来訪者／大相撲幕内力士　

　　　　　遠藤聖大（えんどうしょうた）

　日時／2 月 20 日(金）午前11 時 30 分ごろ

●次週2 月 24 日例会は年間プログラムにより休

会です。

●次回3 月 3 日例会終了後、定例理事会を開催

します。
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 累計　1,186,000  円

卓　話 林　会員

「 私の仏教観 」

高橋会員／本日の司会、宜しくお願いします。

吉村会員／江口さん、松永さん、いつも有難うご

　　　　　ざいます。

　　　　　林会員の卓話、楽しみです。

　　　　　早退お詫び。

◎宗教の浅深高低

　　キリスト教　イスラム教　仏教

　　教義の対立では融和はない

◎仏教　法華経　

　釈尊→天台→伝教→日蓮→創価学会

　釈尊＝ガウタマ　ブッダ

　　紀元前1027 年　前949 年

　　30 歳の時 菩提樹下で悟りを得た

　　以後50 年間　八万法蔵　教説　生老病死

◎（釈尊の予言）

●大集教　白法隠没　闘諍堅固

　　　　　滅度の後の五百歳　解脱堅固

　　　　　次の五百年　禅定堅固

　　　　　次の五百年　読誦多門堅固

　　　　　次の五百年　多造塔堅固

　　　　　次の五百年には我法の中に於

　　　　　て闘諍言訟として白法隠没せん

●法華経　我が滅度の後、後の五百歳の中に閻

　　　　　浮提に広宣流布して断絶せしむること

　　　　　無かれ

◎（天台大師）

　　中国天台宗の開祖

　　538 年～597 年　釈尊一代の教えを五時八教

　　で立て分けて法華経最第一として南三北七

　　の教判を破った

　　華厳時／悟りを得て21 日間　華厳宗

　　阿含時／衆生を仏法に誘引する為小乗教を

　　　　　　説いた。12 年間　

　　　　　　倶舎宗・成実宗・律宗

　　方等時／阿弥陀経・維摩教等の権大乗経を

　　　　　　説き、小乗教を弾呵した。16 年間

　　　　　　法相・浄土・真宗・禅宗・真言宗

　　般若時／摩訶般若などの教えを説き(権大乗

　　　　　　経）衆生の機根を整えた。14 年間

　　　　　　三論宗

　　法華・涅槃時／方便権教を捨て一切衆生が

　　　　　　成仏できる真実の教えを開会した。

　　　　　　8 年間　天台宗

◎(天台の予言）

　　後の五百歳遠く妙道にうるおわん

◎何故天台宗は釈尊一代の教えの中で法華経を

　最第一との教判を立てたのか？

　　十戒＝生命の状態境涯を 10 種に分類したも

　　の。仏法の生命観の基本となる。

　法華経以外の経典では十戒は別々に存在する

世界、法華経ではその考え方を根本的に破り、

九界の衆生に仏界が具わっており、成仏した仏

にも九界の境涯が具わっていると説いた。

⇒十界互具

]正法

]像法

]末法

苦しみに縛られた最低の境涯

欲望を満たされずに苦しむ境涯

目先の利害に囚われ理性が働かない

自分と他者を比較し常に他者に勝とうとする

穏やかで平静な生命状態

欲望を満たした時に感じる喜びの境涯

仏の教えを聞いて部分的な悟りを獲得した境涯

縁にふれて自らの力で仏法の部分的な悟りを得た境涯

仏の悟りを得ようとして不断の努力をする境涯

仏が体現した尊極の境涯

]
地獄界

餓鬼界

畜生界

修羅界

人　界

天　界

声　聞

縁　覚

菩　薩

仏

六

道

]四聖

◎日蓮大聖人の宗教の教判

　　五重の相対

　　・内外相対

　　・大小相対

　　・権実相対

　　・本迹相対

　　・種脱相対
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近隣クラブ例会変更

3月 5日(木）堺ﾌｪﾆｯｸｽRC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:30

3 月 10 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

3月13日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

3月 14 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

3月 19 日(木）堺ﾌｪﾆｯｸｽRC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:30

3月 21 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

3 月 24 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

3 月 26 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

3月27日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

4 月 16 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

◎日蓮大聖人の予言

　仏滅後に迦葉・阿難・馬鳴・竜著・天親・乃

　至天台・伝教のいまだ弘通しましまさぬ最大

　の深密の正法経文の面に現前なり、この深　

　法・今末法の始五五百歳に一閻浮提に広宣流

　布すべきや

日本・乃至漢土・月氏・一閻浮提に人ごとに有

知無知をきらはず一同に他事をすてて南無妙法

蓮華経を唱うべし、此の事いまだ・ひろまらず

一閻浮提の内に仏滅後・二千二百二十五年が間

一人も唱えず日蓮一人・南無妙法蓮華経・南無

妙法蓮華経を声もをしまずとなうるなり

ICT 技術を使って子どもに夢を―学友が総務大臣賞―

ハイライトよねやま 179号　(2月12日発行）

「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ発見＆発表会」全国大会が1 月22

日、東京都内で開催され、米山学友の董又碩さ

ん（韓国／2012-14 ／能美RC）が代表をつとめ

るﾄﾞﾘｰﾑﾊﾞﾛｰｽﾞが、ｷｬﾝﾊﾟｽ部門の最優秀賞である

「総務大臣賞」を受賞し、高市早苗総務大臣から

賞状が授与されました。

この大会はICTﾋﾞｼﾞﾈｽ研究会、ﾃﾚｺﾑｻｰﾋﾞｽ協会が

主催するもので、当日は、全国約130 組の応募

から選ばれた19 組（ｷｬﾝﾊﾟｽ部

門9作品、ﾋﾞｼﾞﾈｽ部門10 作品）

がそれぞれのﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞを発

表。董さんらは、ICT 技術を使

い、幼稚園・保育園で活用で

きるｸﾗｳﾄﾞ型連絡帳ｻｰﾋﾞｽ「ゆめちょう」をﾌﾟﾚｾﾞﾝ

ﾃｰｼｮﾝし、審査員長から「導入実績もあり、安心

安全信頼がﾃｰﾏのしっかりしたﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ」と高

い評価を得て、見事総務大臣賞に輝きました。

董さんは昨年12 月に北陸先端科学技術大学院大

学で博士号を取得、今春の本格起業に向けて準

備をしています。


