
第 1245回例会 平成 25年 2月 6 (水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング  

   国家斉唱   

『我らの生業』                   

3． 会長の時間    4.  幹事報告 

5． 出席報告     6． ハッピーＢＯＸ披露  

7. ☆2月のセレモニー 8.  委員会報告   

9. フォーラム「世界理解について」 

       「創立 25周年記念について」 

10．次週の例会案内  11．点鐘 

12. 理事・役員会 

■第 1243回の会長の時間  平成 25年 1月 30日 

            ● 会長 村上 實君 

皆さんこんにちは、

本日は第 1244 回の

例会です。 

体調を壊してしまい

まして吐き気もひど

く、病因のお世話に

なりました。しかし、

やはり医者は凄いなと改めて実感しました。いただ

いた薬を飲みましたら随分と良くなりました。そう

言うことで本日は短めの会長の時間とさせていた

だきます。 

今日の例会には間に合わないかもしれないと思っ

ていたのですが何とか間に合いよかったです。 

と言いますのは私の姉に深刻な病気がみつかりま

してその事で病院に行って来ました、その専門病院

の患者の多さにビックリしました。明日が手術 

です。姉は毎年検診を受けていたのですが昨年 1年

だけ怠ったとの事ですが、周りの家族の方が落ち込

み激しく本人の方が気丈にしてくれているので安

心して帰ってきました。女性のこの病気は多いので

女性会員さん達も是非検診をお薦め致します。 

健康の源はやはり規則正しい生活だと言われてお

りますから心がけて生活して行こうと思います。 

本日はこれで終わりとさせていただきます。 

 

■幹事報告        ● 幹事代理 荒武義博君 

例会変更届け～無し 

＊ 2 月の例会案内

をしておきます。 

6 日～フォーラム

「世界理解について」 

 ＋2 月のセレモニ

ー＋理事・役員会 

13日～会員卓話「正

岡文郁君・林萬松君」 20日～ゲスト卓話 

27日～委員会中間報告＋チャリティーランチ 

＊ 鹿児島西 RC～創立 50周年記念式典・祝賀会 

         の案内 

＊株式会社クマヒラ～贈呈 「抜粋のつづり」届い

ています。 

皆さんにお回ししています写真のことについて、 

先日仕事で新富町の新田原基地の近くに居りまし 

時に基地の様子が慌しく沢山のジェット機 

が次々と飛び立って行きましたので撮影しまし 

た初めてジェット機の撮影をしました。しかし 

年配の女性がカメラを抱えて多く居たのにも 

驚きましたがその方達が大変高価なレンズを付 

け撮影していたことにもまた驚きました。 

最近撮りためた写真と 7年ほど前の高鍋 RC創立 

念式典に参加した皆さんの写真もありますので 

覧下さい。やはり皆若いです！ 

■出席報告   ●出席委員長   原田宗忠君 

会員数 23 名（免

除会員 2名） 

出 席 数  15 名    

出 席 率  76.1%           

修 正 出 席 率 

80.9％ 

欠席届 4名（村岡

君・正岡君・大久

保君・梶田君・日高君・太田君・林君・永野君） 

■ ハッピーBOX披露●親睦委員会 長倉祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

◎ 原田裕子さん～1 月誕生祝お返し～これまで健

康で生きて来られた事に感謝し家族の為、又出
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会えた人達の為に次のBirth Dayまで頑張ろう

と思っています。有難うございました。 

 

＜財団へ＞ 

◎岩切 正司君～前

進＝ぜんしん 前心

＝まえむきのこころ 

それこそロータリー

なり。 

■ 委員会報告   広報委員会 藤堂孝一 

今日配られた週報を

見てください最後の

欄に先日行われた鵬

翔高校サッカー部の

パレード写真ですが

実は大失敗作なので

す。監督も選手も皆

通り終えた写真になってしまいました。操作扱いで

ミスがありましてこの様な事になってしまいまし

たが先ほど荒武会員の写真をみて感動致しました

ところです。 

          ●吉田 康一郎君 

25 周年記念式典の件

ですがこの会場と隣

の会場に仕切りを入

れて、40 人くらい入

れるようにしてもら

います。日程は 3 月

の代週の 13日に決ま

りました。16：30～例会を行い 18：00～記念式典

をと考えております。良い式典にする為の意見等を

出していただきたいと思います。先ずはタイムテー

ブルを作成します。 

宝塔山の追肥の計画は進んでいるとの事です。肥料

の方は村岡会員の方より寄付してくださるとの 

  ●会長エレクト      宮原 建樹君 

3月にPETがありま

すが送られて来た資

料の中に各委員会資

料も入っておりまし

た。次年度も現体制

引き続きですから本

日委員長さんにお渡

ししておきます。宜

しくお願い致します。 

■ 会員卓話         ●柳田 光寛君 

みなさんこんにちは、

今日は久々の卓話と

なっています。何を

話そうかと迷いまし

たが仕事の中からお

香の話について話さ

せて頂きます。 

お香は、普通には線香・抹香・丸香（練香）の

三種に区別されます。簡単に説明しますと線香は

一番使われているものでこれは特別説明はいら

ないと思います。次に抹香これは様々な香材を細

かく刻んだものでお焼香などに用いられます。最

後に丸香（練香）あまり親しみはないと思います

が正露丸みたいな形でお茶の席等で用いられる

ようです。 

お香の材料は、伽羅・沈香・白檀の香木のほか

に桂皮（シナモン）・丁子（グローブ）・大茴香（八

角）・安息香・龍脳など数十種類あります。 

沈香の産地は、ベトナム・カンボジア・インド

ネシア等の東南アジア方面でジンチョウゲ科の

樹木に、樹脂が長い間を経て凝結してできたもの。

特有の清澄で上品な香りがします。伽羅は沈香の

中でもベトナムの一地方のみで産出する最高峰

の香木で取引は時価でカタログ価格設定はあり

ません。白檀はインドやオーストラリア・トンガ

等で産出され中でもインドのマイソール産を老

山白檀と言い最高品質です。又、白檀はお香とし

てだけではなく仏像や数珠の材料としても使わ

れています。 

香木以外の生薬系の香料は漢方薬や料理にも

使用されていて、高級なお線香はカレーの香りが

したりします。 

お墓で使うお線香は杉線香と言って杉の葉を

ベースに作られています。以前こんな方がいまし

た、束の墓用線香を買われる方に、今からお墓参

りですかと尋ねたところ自宅で使うと言われ、線

香を焚くと家族が部屋から逃げて行ってしまう

と話されており用途が違うからと説明したとこ

ろ納得され普通のお線香買われた方がいらっし

ゃいました。お仏壇のお線香の香りはそのまま家

の香りとなります、少し良いお線香を使うことを

お奨めします。一晩飲みに出たと思えば上等なお

線香一か月分が買えます。 

日本のお香の起こりは、推古天皇の代に淡路島

に香木が漂着し、島の人が知らずに薪として燃や

したところ非常に良い香りがした為、宮中に献上

したという日本書紀への記載や東大寺建立の時

正倉院に香木「蘭奢香」を収めたのがはじめとさ

れる説、のちに唐の鑑真和尚が伝えたという説も

あります。いずれも昔の事ですからどれが本当か

は不明です。 

次にお線香の焚き方についてです。線香の本数

には特別決まりはなく１本か 3本です、いずれも

まっすぐ立てること（浄土真宗では立てずに横に

寝かせます）が大切です。３本の意味は、仏・法・

僧の供養のため或いは身・意・口（からだと口と

心）を清めるという意味合いがあります。 

迷信か俗信かわかりませんが、亡くなって４９



日（初七日）までは仏が迷わぬように１本だけ線

香をあげるという話も聞いたことがあります。焼

香では各宗派決まりがあるようですが大きくわ

けると、頭に押し戴く宗派とそうでない宗派があ

り回数は１～３回です。法事や告別式の時などは

焼香なら１回、お線香なら１本（できるだけ奥の

方から立てる）がマナー的に良いと思います。 

   例会の様子～☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会の挨拶をする相川 久仁子君 

   相川さん写真 

 

 

 

 
 

 

 

4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 

次週の予定 

2月 13日 会員卓話 林 萬松・正岡文郁 

2月 20日 ゲスト卓話 

2月 27日 委員会中間報告 


