
・点　鐘　吉田（武）副会長

・ソング　手に手つないで�

・米山奨学生　　融冰さん

・ 卓　話　服部融亮会員�

◎　融冰さん紹介　　  市川（洋）カウンセラー

　今年度、当地区は２４名の奨学生を受け入れ。

　さんは飯能が指名されました（４／１５）。駿

河台大学１１０名の留学生で最優秀。北京大学

在籍。３／３１までお世話します。�

◎　さん挨拶

　北京から参りまして、中

学校を卒業し日本に参りま

してから、もう今１０年目に

なりました。高校は島根県

江の川高校。高校を卒業し

て上京、今、修士課程の２年

生になりました。研究テーマ

は「デーティングＤＶ」（デートＤＶ）です。暴力

の無い社会に少しだけでも貢献出来ればこの

上ない幸せだと思います。昨年の震災では沢

山の方々が亡くなられてしまい、私はその方々

の分まで頑張らないといけないと強く感じて

おります。よろしくお願いします。�

◎奨学金授与（大学院生１４万円）

【会長報告】　　　　　　　　吉田（武）副会長

　会長報告はございません。ご了承ください。

【幹事報告】

・５／９第１２回役員会 １１時半�

・週報：新狭山ＲＣ�

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　島田君

　昨日より次年度座談会がスタート。通知が

早かったので、明日の委員の方は改めてお名

前をお呼びします。１８時半、満寿家です。

【出席報告】無断欠席なし　増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

４／１７（日高）和泉君

４／２２（ガバナー）安藤君、島田君、間邉君

　　　  大木君、和泉君、新井君、土屋（良）君

　　　  田辺君、市川（洋）君、半田君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・つたない話ですが、よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　服部君�

・服部さん、卓話楽しみにしています。よろ

　しくお願い致します。

　　　　　　　  新井君、吉澤君、神田（敬）君�

・座談会、皆様に大変ご指導を頂きます。よ

　ろしくお願いします。　　　　　　安藤君�

・あるゴルフ会で優勝しました。　細田（吉）君�

・早退　　　　　　　　　　　　　　山川君�

本日計９，０００円、累計額１，０６０，１２５円。

◎９日例会当番は塩野会員、土屋（良）会員です。

�
【卓　　話】

　職業奉仕委員長を務めさせて頂いた昨年、

震災が発生。「仕事を通しての奉仕」について

考えていた時でした。葬儀や法事だけでなく、

祈りを捧げる事、心のケア等、出来るならそう

いう事をしていきたいと思いました。

　４月２８日が震災発生後４９日に当たるため、

七七日法要を発願。急遽、お檀家に連絡し新井

総代長はじめ１３０名位の方々、また、中居の清

泰寺様、永田の万福寺様にも集まって頂き、観

音寺本堂にて横死者の霊を弔いました。参加

者からは「どういうふうに祈りを捧げればよ

いのか分からず、このような機会を与えて頂

き感謝します」とのお言葉も頂きました。

　Ｈ２３年度には私が真言宗智山派埼玉第１１

教区（４３か寺）の教区長となり、総会で「お寺と

して何かしたい」とお話しし、住職の居る２３

か寺で聖天院に集い百か日法要を営む事にし

ました。亡くなった人を弔うのも大切だが、

生きて活動されている方のケアも何か出来な

いかという事で、航空自衛隊へ行き、基地司令

と面談、活動への感謝と、心のケアになればと

法要のご案内もさせて頂きました。また、飯能

の消防本部消防長にもお話させて頂きました。

　叔父が農業をやっている会津若松では、風

評で美味しいお米も買い手がなかなか居なく

なったとの事。会津若松へ行き、商工会議所

の方を紹介して頂いて、物産展のようなもの

を開きたいとお話しました。「葵米」はドバイ

のホテルからも注文が入る程の美味しさ。地

酒「名倉山」、限定酒「赤瓦」も出して頂けました。

喜多方ラーメン、郡山の薄皮饅頭の方へは直

接電話。物産展をお寺がやるのはどうなのか

な、とも思ったのですが、討議する時間も無く、

単独で賑やかしでやり、責任は私が取ればい

いんだということで開催を決定しました。

　６月１８日、百か日法要へは２００名近い参列。

参加２３か寺で（中に座って経を唱える）式衆

１４人位。聖天院ご住職がご導師。物産市は雨

の中多くの方に来て頂き、ほぼ完売。売値では

ない仕入値で卸して頂いたので、いくばくか

のお金を収める事が出来ました。設営費、お手

伝いの方へのお支払い等でツーペイだったか

と思うのですが、東北の事を思い、飯能の方が

買い物に来て頂く事で復興のお手伝いになる

のかなと思いました。

　その後、埼玉の全第１２教区の代表会議で

被災地での慰霊法要（９月２６～２８日）が決定、

希望者で出かけました。夜中にバスで川口を

出発、仙台の秋保温泉に着いたのは朝４時過ぎ。

２７日、半日かけて陸前高田に到着。金剛寺は

大変大きなお寺ですが、１年前に新築落慶し

たばかりの庫裏と本堂が

きれいに流されておりま

した。多くの檀家が亡く

なり家も無くなった。浄財

から建てた本堂を失い、

また浄財を求める事は無

理だろう…そういう中で

我々を待っていてくださり

お茶をご馳走になって、

心苦しく思っておりました。

　実は、東北３県の慰霊法要へ行かなければ

と思っていたのですが、なかなか前に足が出

なかったのです。１７年前、阪神淡路大震災が

起こった時、私は飯能ＪＣ理事長就任後初の

総会を数日後に予定していました。総会だけ

行い、懇親会は中止。即、「災害対策委員会」を

立ち上げ、メンバーに協力を仰いで、缶詰をワ

ゴン車２台分位に積んで発生後１週間位の神

戸へ向かいました。緊急車両マークのコピー

をフロントに貼って高速で行ったのですが、

その時の神戸の光景がトラウマのようにあっ

たのです。焼けた臭いと救急車両の行き交う

サイレンの音ばかり。避難所では電気も無い

のにゆで卵を出してくれたりしました。悲惨

な状況を見たり臭いをかぐのは嫌だなと思っ

ていたのです。それではいけないという事で

慰霊法要に参加させて頂く事にしたのです。

　午後には仙台の名取市の観音寺へ参りまし

た。寺は跡形も無く、副住職が津波に流され

亡くなられており、ご回向させて頂きました。

　秋保に戻り、翌日いわき市へ向かいました。

昼ごはんは気仙沼の水産会社で頂きました。

サンマは北海道から仕入れたものでした。

　修徳院というお寺は漁村にあり、本堂は傾

いていましたが辛うじて残っておりました。

ご住職は木にしがみついて一命を取り留めた

のですが、病院に運ばれてから肺炎で亡くな

られたそうです。そこで皆で読経致しました。

神戸の光景とは全く違いました。そこは海か

ら約８００ｍの場所。以前は家並みで見えな

かった海岸線が今はきれいに見え、カモメが

ピーピー鳴きながら飛び、ゆっくりした波音

と穏やかな光景がありました。しかし、そこは

“被災地”なのでした。境内にある墓地はきれ

いでした。遺族の方は、家も親しい人も思い

出も全部無くされて、今、生きている証しと

いうのはご先祖様だけなのだという事で、お

墓をきれいに直されているのだそうです。

　被災地の大変な苦労を私達も感じていかな

ければと、法事の際にはお話させて頂いてお

ります。総本山智積院では般若心経の「写経

運動」を始めました。お納経料も全額被災地

へという依頼で、うちでも７０枚集まりまし

たので、２月２９日、本山での一周忌法要に集い、

２００人の僧侶で読経致しました。

　３．１１復興元気市には会津市長等よりメッ

セージを頂きました。淡路の玉ねぎ等も完売

しました。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

雑 誌 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

曇

服部融亮 会員

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

飯能ＲＣ

リュウ・ユウヒ

職業を通して震災後に出来たこと


