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第 1406 回 例会     平成 28 年 8 月 17 日(水)         

■会長の時間                   

皆さんこんにちは、３日に

行われました「ガバナー公

式訪問」皆様大変お疲れ様

でした。籾田君には夜の懇

親会まで大変お世話にな

り誠に有り難う御座いま

した。今日は私のお寺の宗

派のお盆についてお話し

致します。お盆とは正確には盂蘭盆会（うらぼんえ）

といいます。その語源には諸説あります。たとえば漢

語で「倒懸（とうけん）」と訳される「ウランバナ」。

倒懸とは地獄で死者が逆さまに吊るされる苦しみを表

していると言われています。最近有力な説はイラン系

の言葉で死者の霊魂を意味する「ウルヴァン」。ウル

ヴァンという収穫祭と死者の霊を祀る行事が中国へ

伝わって、仏教と結びつき盂蘭盆会となったという説

もあります。仏事としての盂蘭盆会の元は「盂蘭盆経」

という中国成立のお経にあります。お釈迦さまの弟子

の目連が、餓鬼道に落ちた亡き母親の苦しみを知り、

師の教えの通り、インドの雨季の間の修行を終えた僧

たちに食事を供える盂蘭盆会を行った所、目連の母は

救われて成仏したというお話があります。このお話が

親を大切にする事を尊ぶ中国や日本に受け入れられ

広まりました。こうして中国から日本に始めてこの仏

事から伝わったのは飛鳥時代、推古４年（６０６年）

朝廷の行事として飛鳥寺で行われたのが最初だそう

です。朝廷の恒例行事から各地の大きな寺で行われ、

次第に民間に広まっていきました。ちなみに 7 月と 8

月お盆の時期が各地でバラバラなのは、特に農村地帯

では農作業の関係でひと月遅れでお盆が行われるこ

とが多かったこともあるようです。日本では古来から

死者の霊がこの世に戻ってくると信じられてきた時

期が 7月半ばの盂蘭盆会時期と重なって、先祖の霊を

家に迎えてお供えや読経など供養をしてあの世へ帰

すという行事として定着したようです。こうしていま、

お盆といえば、お盆になったら迎え火を炊いて亡き人

の霊を迎え、霊が乗って来るというキュウリの馬やナ

スの牛を作り、精霊棚にお供えをしてお坊さんにお経

を上げてもらい霊をなぐさめ、お盆が開けたら送り火

を炊いて霊を送り出す…。浄土真宗の寺やご門徒の家

でもお盆のお参りは行われます。お盆がきたらお家の

お内仏（仏壇）や仏具をキレイにお掃除してください。

（お内仏はお浄土を私たちに表現されたものです。精

霊棚の代わりではありません）迎え火も送り火も野菜

の乗り物もいりません。そしてそのお内仏を前にお参

りをしてください。お盆のお参りでお坊さんを呼んだ

時には一緒にお聖教を読んでその意味や仏教の話を

聞いてください。またご縁のあるお寺の盂蘭盆会では

法話も行われることでしょう。その場へ足を運んで皆

で一緒にお念仏をして、法話を聞くことも大切です。

お盆とは仏事とはいいながら、その土地の先祖供養や

様々な信仰と混ざり合い先祖供養からその他無縁の

霊も祀って家や共同体の安定を願う行事まで含みな

がら今に伝わっています。 

■幹事報告                    

大重ガバナーより～公式訪

問の   「御礼辞」 

拝啓時下益々ご清栄のことと

お喜び申し上げます。さて、先日

の貴クラブ公式訪問にあたりま

しては、会員皆様から親しく歓

迎を賜わり誠に有り難うござい

ました。会長、幹事の皆様には一方ならぬお世話を頂き恐縮

致しました。さて、この度の訪問を通してあらためて、貴ク

ラブに対する真摯な取り組みと創立 30 周年に向けての
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意気込みが伝わってまいりました。 

さらにはクラブ戦略計画もしっかりと機能されておりま

す。ロータリーを充実発展させるにはロータリーファミリ

ー(家族・職場)のご理解とご協力をいただき、私達自身がロ

ータリーを楽しむことが何よりと考えます。今年度も作成

しました「ロータリー・アピールポスター」を大いに活用さ

れロータリーを身近な人々に伝えていただければ幸いに存

じます。何卒、岩切会長には所期の目標を達成され、年度の

大成功をご祈念いたします。息の指宿での地区大会、来年 6

月のアトランタ国際大会には“ロータリーを楽しもう”の精

神で多数の皆さんでご参加下さい。 

 末筆ながら、貴クラブの今後益々のご発展をお祈り申し

上げ御礼と致します。          敬具 

＊国際ロータリー2016 年規定審議会「決定報告書」 

＊都城北 RC~創立 50 周年記念講演・記念式典並びに

祝賀会のご案内～日時：平成 28 年 10 月 8 日(土) 

会場：都城総合文化ホール 受付：午後 1 時 30 分 

登録料：1 万円 同伴者：五千円 

■出席報告                     

会員数 24（2） 出席数 19 名 メイク 0 名 

免除会員 2 名 欠席数 5 名  出席率 89.6％ 

■ハッピーＢＯＸ披露              

＜ニコニコ BOX へ＞ 

◎太田忍～リオオリンピックレスリング 59K 級グレ

コローマンで銀メダルを受賞いたしました太田忍で

す。ありがとうございました。 

＜財団へ＞◎岩切正司～ガバナー公式訪問ご苦労様

でした。 

 

■会員増強フォーラム                

今年度こそは皆で協力

して是非仲間を増やし

て行きたいなと思って

おります。ひばり野君か

ら推薦カードが届いて

おります。アイホームの

林重元さんは入会の意思を確認出来ております。本日

理事で承認をお願いします。では｢会員増強について｣

フォーラムを行いたいと思います。テーブル毎にリー

ダーを決めて頂きフォーラムの内容報告をして頂き

たいと思います。 

■ グループフォーラム              

※新入会員候補者について

は具体的な名前が数名挙が

りました。元会員の巨田神社

宮司、歯科医師、山脇名誉会

員のご子息等・・この方達については早速具体的にア

プローチを掛けて入会に導いて参りたいと思います

ので皆様の協力をお願い致します。 

※私のグループも多くの意

見が出ました、職場訪問先

の選定に会員増強に繋がる

ような事業所にしたらどう

か、との意見が出ました。訪

問の回数も現在年間１回で

すが、もっと増やしたらいいのではないか、未充填職

業分類表をもっと重視してその中からリストアップ

していく事が大切だと感じる。また、一人経営者も多

い現実の中で、入会まで導く過程で毎週の例会への参

加がネックとなる事が多く、その問題の解決案も提示

していく必要があるので今年度はクラブ協議をしっ

かりと行う。ロータリー活動アピール方法も個人でだ

けではなく企業団体を通じてのアピール方法を検討

してみる必要があるのではないか、等の意見が出まし

た。 

■8 月のセレモニー♪               

※8 月 3 日誕生日＝「新原輝彦会員」 

           ☆おめでとうございます☆ 

 

 

 

武政勝巳委員長 

宮原建樹会員 

内藤 昭子 会員 

ハッピー披露 

柳田 光寛会員 

出席報告 

籾田 直樹会員 

■グループフォーラムの様子 

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、 皆に公平か 

３、 好意と友情を深めるか 

４、 皆のためになるか どうか 

 


