
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

 

          

第 1275 回 ( 7 月 16 日) 例会の記録 

点  鐘  菊田邦彦会長 

合  唱  我らの生業 

第２副ＳＡＡ  清水(武)会員 清水(幸)会員 

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 > 

会員数 出席者数 出席率 

21名 16名 80.00 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

東美栄 パスト会長 
２０１９-２０２０年度（第 27期） 

「お釈迦様のテスト」 
本日、7月 16日は東京はじめ一部の地域でお盆の

最終日です。7月 13日が「迎え火」で、16日が「送り

火」となります。一方この狭山を含め、日本の多くの

地域では 8月 13日から 16日がお盆の期間です。 

ちなみに私の父の故郷、沖縄ではお盆は 8月 20日

からです。 

お盆が地域によって 7月と 8月に分かれている理由

は暦にあります。近代化を進めていた明治政府は西

洋に合わせるために明治 5年 12月 2日をもって、太

陰暦(天保暦)を廃止しました。そして翌日を明治 6年

の元日とし、太陽暦(グレゴリオ暦)に切り替え換えまし

た。元々お盆は 7月の行事でしたが 1ヶ月早まったこ

とで農繁期と重なってしまいました。そこでお盆だけ

は旧暦の 7月。今でいう 8月のお盆が主流となりまし

た。首都東京のお盆が 7月なのは新暦の徹底を推進

していた明治政府の意向によるものです。 

さて、ここで一つ気になることがあります。明治 5年 12

月 2日の翌日がいきなり明治 6年 1月 1日になって

しまった。ということは「明治 5年の 12月は実質消え

た」ということです。まるでキツネにつままれたような話

です。では、その年の 12月のお給料はどうなったの

でしょうか？ 

さて、話を「お盆」に戻します。日本には昔から「祖霊

信仰」の習慣がありました。人間はイザナギとイザナミ

という男女の神々から生まれたその子孫、という思想

から日本では先祖が信仰の対象となりました。そこに

飛鳥時代に伝来した仏教が融合。お盆(盂蘭盆会)の

語源はサンスクリット語の「ウランバナ」と言われてい

ます。これは「逆さ吊り」という意味で、盂蘭盆会は

「盂蘭盆経」の中で、地獄で逆さ吊りになっている親

を救済する「親孝行の教え」に由来しています。 

さて、仏教といえばお釈迦様です。そして地獄からの

救済とくれば、あの話を思い浮かべる方も多いことで

しょう。芥川龍之介の「蜘蛛の糸」です。 

あらすじ : 朝の極楽。蓮池を

散歩中のお釈迦様。ふと池

の底を覗くと遥か下は地獄。

そこに見えたのは生前、一匹

の蜘蛛を助けたことのある罪

人「犍陀多(カンダタ)」。極悪

人だった彼は今、血の池地

獄で苦しんでいる。ふと蓮に

一匹の蜘蛛。犍陀多に極楽

へ上がるチャンスを与えること

にしたお釈迦様。降りてきた蜘蛛の糸。登る犍陀多。

しかし他の罪人たちも後を追う。そして「この糸は俺の

物だ。下りろ！下りろ！」と叫ぶ犍陀多。途端に切れ

る糸。地獄に逆戻りする犍陀多。失望するお釈迦様。

極楽はそろそろ昼。 

パスト会長の時間 

 ＲＩ会長    シェカール・メータ 

        ＲＩテーマ 『奉仕しよう 

             みんなの人生を豊かにするために』 
地区ガバナー 水村雅啓 

      地区テーマ 『もっと夢を もっと奉仕を』 
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[第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ例会日: 新狭山○月 入間○木入間南○火 飯能○水 日高○火 狭山中央○火 所沢○火 新所沢○火 所沢西○火 所沢東○木 所沢中央○月］ 
 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

2021～2022 年度 

週 報 

〔例会場〕ニックス 〒350-1305 狭山市入間川 4-25-3 TEL 04-2954-9595 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          HP： https://www.schuohrc.org E-mail： schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

 会長 菊田邦彦  会長ｴﾚｸﾄ 渡邉髙治  副会長 寳積英彦   幹事 小林奈保絵 

 

 

 



ここから先は私の解釈です。 

昨今は「ソーシャルディスタンス」です。人混みは嫌

厭されます。混んだ電車やバスは避けたい。乗ろうと

した車内がぎゅうぎゅう詰めだったら乗車を諦めてし

まうかもしれません。 

天から垂れてきた蜘蛛の糸には大勢の罪人たちがし

がみついています。これはもう、どんな満員電車よりも

ぎゅうぎゅう詰めだったことでしょう。そんなのを見たら、

さっさと登るのを諦めて元の血の池にダイブしたくも

なります。地獄には犍陀多の他にも生前、何か一回く

らいは良いことをした罪人がいたかもしれません。お

釈迦様はその罪人たちにも何かしら救いの手を差し

伸べていたかもしれません。地獄のあちらこちらに

「蜘蛛の糸」は垂らされていたのでしょうか？それぞ

れの結果はどうだったのでしょうか？みな犍陀多と同

じだったのでしょうか？ 

ところで、犍陀多が助けたのはたまたま「蜘蛛」でした。

もしも別の生き物だったらどうだったのでしょうか？そ

の場合、お釈迦様は何を垂らしたのでしょうか？ 

例えば「猫」だったら？ 長い長い尻尾がユラユラと

下りてきたのでしょうか？ 

例えば「人」だったら？ 犍陀多はたくさんの人を殺し

ました。でもその中には一人ぐらい情けをかけ見逃し

たかもしれません。長い長い髪の毛がスルスルと下り

てきたのでしょうか？まるで、ラプンツェルのように。

例えば「蛙」だったら？ 長い長い舌がシュルシュル

と下りてきたのでしょうか？きっと粘液でヌルヌル。つ

かみたくありません。 

話を「蜘蛛の糸」に戻します。犍陀多が登っていた糸

が突然切れてしまった理由は何だったのでしょうか？

大勢が登ったことによる「重量オーバー」？いいえ。

極楽の蜘蛛は特別な蜘蛛です。その蜘蛛が出す糸

はやはり特別な糸です。重さは関係ありません。しか

し、犍陀多はそんなこと知る由もありません。何万里

も登ってちょっと一休み。その時、大勢がぶら下がっ

ているのを見たから慌てました。「やっべえ、糸が切

れちまう！」 

これは「お釈迦様のテスト」だったと思うのです。お釈

迦様は犍陀多が極楽に来てもいい人物か試したの

です。生前の犍陀多は自分のことしか考えない人間

でした。我欲のために悪事を重ね、よって死後、地獄

に堕ちました。もしも犍陀多がそのままの人物だった

ら極楽に入る「資格」はなかったでしょう。だからお釈

迦様は「テスト」をしたのです。犍陀多の心の中には

蜘蛛を助けた優しい部分もありました。だからテストに

合格する可能性もゼロではなかったはずです。もしも、

犍陀多が後から登ってくる罪人たちに「頑張れ！み

んなでここから脱出しようぜ！」と声をかけていたら、

蜘蛛の糸は決して切れることはなかったでしょう。しか

し、犍陀多は自分のことしか考えませんでした。自分

だけが助かろう。自分だけが極楽に行こうとしました。

だから「極楽に入るテスト」に落ちました。 

犍陀多が何万里もの長い長い道のりを「みんな！一

緒に頑張ろうぜ！」と言っていたら、今頃はお釈迦様

と極楽でランチを楽しんでいたことでしょう。 

極楽はそろそろお昼だったのですから。 

 

ご静聴ありがとうございました。 

 
 

 

 < 小林奈保絵 幹事 > 

 「熱海豪雨災害支援金」10,000円を 7/12 実行 

 清水幸彦会員が 1,000ドルをＲ財団へ個人寄付
（7/19 実行） 

 事務局より年度計画書の訂正とお詫び 

年度計画書 P53 の委員会活動計画 米山記念奨学会 

副会長名 → 正）清水武信 誤）清水幸彦 

清水武信会員・清水幸彦会員には大変失礼をいたし

ました。お詫び申し上げます。 

受贈会報 

 飯能ＲＣ 

 所沢西ＲＣ 

回  覧 

 ハイライトよねやま 

 所沢中央ＲＣより「例会変更のお知らせ」  

 

 

 

 

・Ｒ情報・雑誌委員会   < 沼﨑正徳 副委員長 > 
「狭山中央 RC 2021-2022年度計画書」 

 クラブ会長就任の所感と方針（P7） 

「ガバナー月信 4.5.6月合併号」 

 今月の表紙 

   
       知床連山斜里岳（1547ｍ） 

 及び「原生林の二つの湖」（雄阿寒岳の東側に位置する淡水湖 

 ベンケトーとパンケトー 

「ガバナー月信 7月号」 

 今月の表紙 

  
  南アルプス北岳（3193ｍ） 

「ロータリーの友７月号」の紹介 

【横組み】 

 ロータリーとは（P4） 

  

委員会報告 

幹事報告 



・・・クラブ協議会・・・ 

■役員・委員長就任挨拶 

       クラブ管理運営委員長 宮岡宏太郎             

この「クラブ管理運営委員会」

は、かつて私が農協の組合長

をしていた（ロータリー活動

にあまり出席出来なかった）

6年の間にできたのではない

かと思います。 

私は、組織の管理運営は、会

長、幹事、理事の方々で行うのが筋ではないかと

考えております。 

とは言え、クラブの運営にとても大事な『親睦活

動』『出席向上』『プログラム』『ＳＡＡ』を統括す

る「クラブ管理運営」ですので、菊田会長、小林

幹事がやりたいことを、皆様の協力を得ながらお

手伝い出来ればと思っております。 

また、菊田年度もコロナ禍により前年度と同様な

クラブ運営をせざるを得ない状況ではありますが、

そんな中でも最大限の活動が出来るように、皆さ

んと相談して進めていきたいと思っております。 

 

             職業奉仕委員長 田端都女子 

今年度のガバナーメッセージは「もっと夢を もっと奉

仕を」です。 

私は、会社や住居の敷地、隣接する道路を清掃する

運動を行っています。自分の住むところより 5 メートル

から 10 メートル先まで綺麗にする。そしてそれを続け

る。小さな活動かもしれませんが、その地域にとってと

ても良いイメージ作りになると思っています。 

そして新狭山駅の南口を週に一度、朝 6時半から 7

時半まで、1時間程度清掃活動もしています。今は 2

名だけで行っておりますが、今後は高齢者の方に声

掛けして一緒に活動したいと考えています。昨今増加

している一人暮らしの高齢者と定期的に活動する事

で、ふれあいや見守り、そして安否確認にも繋がるの

ではないでしょうか。 

以前、小学生を対象にした

「笑顔の挨拶運動」というもの

を 8年間毎日行っていました。 

挨拶も掃除もとても小さな活動

ですが、沢山の人と共有して

継続することで、少しでも今と

違う社会作りができると考えて

おります。 

 

             国際奉仕委員長 小島美恵子 

前年度に引き続き、国際奉仕委員長を仰せつかりま

した。 

今年度のＲＩ会長のテーマは「奉仕しよう みんなの人

生を豊かにするために」となっております。 

当クラブでは若松年度に干ばつ対策の植樹事業で

モンゴルを訪れました。9年経った現在、コロナ禍で

表立った活動は出来ませんが、

皆様のお知恵をいただいて、

世界に向けての奉仕活動をし

ていきたいと思っております。

何かアイディアがありましたら

教えていただきますようお願

いいたします。 

本年度も宜しくお願い致します。 

 

             青少年奉仕委員長 大野裕一 

青少年奉仕委員長を仰せつ

かりました。 

青少年奉仕に関しては勉強

不足なところがありますので、

これから学んでいかなければ

と痛感しているところです。 

まずはコロナ禍であっても若

者との繋がり、関りを途絶えさ

せないように、これからその方法を模索していきたいと

考えております。 

本日勤務先で起こった出来事なのですが。。。 

休み（欠勤）の連絡を LINEでしてくる新入社員に対し

て、「LINEで連絡してくるなんてけしからん、電話です

るのが常識」と憤る上司。 

しかし、普段の業務連絡は LINE公認。勿論上司も新

入社員に LINEで指示を出している。にも関わらず欠

勤の連絡は LINEでは駄目なのか？？？ 

若者を指導していく上で、育成者、指導者側も時代の

変化にあわせて考えを改める必要があるのではと感

じました。 

7月から高校生の就職活動が解禁となり、学校訪問で

高校生や高校教師と話す機会が増えました。そして、

コロナ禍の影響もあって、経済的な理由から進学をあ

きらめている高校生が増えていることを知りました。 

今、介護業界は人手不足が慢性化しています。 

私達は、介護を担う人材を育成する事を目的に、介

護学校に通う学生の奨学金支援の窓口を今年度から

はじめました。幾つかの法人が集まって、進学をあき

らめてしまっている高校生を支援する“学福連携プロ

ジェクト”です。まだ賛同していただける学校は少ない

ですが、今年度は 2名の学生が奨学金申請の面談を

する予定です。 

青少年奉仕では、若者と関る機会を増やし、ジェネレ

ーションギャップを埋める活動をしていきたいと考えて

おります。どうぞ皆様からのお知恵をいただきますよう

お願いいたします。 

 

              会員増強委員長 清水幸彦 

前年度に引き続き、会員増強

委員長をやらせていただきま

すが、これは多分前年度に何

の成果も出さなかったからと受

け止めております。 

会員増強は創業当初からあっ

たテーマであろうと思いますが、

時間と共に捉え方にも変化がでてきていると感じてい

 

 

 

 

 



ます。 

私がフレッシュロータリアン時代に研修に行った際、

かの有名な加藤玄静パストガバナーが講師でした。 

加藤パストガバナー曰く「自分たちの頃はなかなか入

ることができず、数年待ちということもあった。」とのこと。

私が入会する頃は、随分とハードルが下がって入りや

すいロータリークラブになったと思います。そして、最

近は年々会員が減少し、昔のような活動が出来なくな

ってきています。 

会員増強委員会としては、新規開拓よりまず現状維

持。退会者を出さない対策が必要だと考えます。今い

るメンバーが例会に参加し、ずーっと続けていきたい

と思えるクラブ作りが第一ではないかと思います。 

そうするためにはどうしたらよいか。炉辺会合を開き、

具体的に何をどうすべきか、皆で何度も話をすること

が必要だと考えます。 

私の出身地、長崎県の壱岐島では、私がいた頃より

人口が半減して 20,000人足らずですが、ロータリーク

ラブが 2つあります。その 1つは 4人のメンバーしか

いません。それでも活動できています。 

当クラブも「20人になってしまった」のではなく「20人も

いる」と捉え、密な関係で活動できると考えていきまし

ょう。 

 

                 Ｒ財団委員長 清水幸彦 

ロータリー財団の使命は、他の人々の役に立つため

に具体的な活動を実施することです。 

当クラブのロータリー財団活動方針として次の３つを

掲げます。 

１ 会員の自発的な寄付を勧奨し、地域・国際社会へ 

  の貢献をします。 

２ 財団への寄付金については、その主旨を理解し、 

  義務を果たします。 

３ 財団からの補助金交付を申請し、地域社会奉仕 

  活動に協力します。 

先日、Ｒ財団へ個人寄付をいたしましたが、どうか皆

様にも寄付をして頂きますよう宜しくお願いいたしま

す。 

 

              出席向上委員長 沼﨑正徳 

とにかく菊田会長の力になりた

い。この一心で一年間過ごさ

せていただきたいと思います。 

ロータリアンの三大義務の一

つである「例会の出席」。 

だとすれば、何はともあれ例会

に出席していただくということ

を、肝に銘じていただけたらありがたいと思います。 

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

７月 11日（日) 米山記念奨学委員会セミナーが 

ｱﾙｶｰｻﾙ迎賓館川越で開催されました 

  
地区役員 東美栄学友会委員 

菊田邦彦会長、田端都女子カウンセラー 

米山記念奨学生のグエンフォンマイさん 

が出席しました。 

 

 

 

 

 

菊田君  皆様、お暑い中、又コロナ非常事態宣

言の中、ようこそ例会に御出席いただ

きありがとうございます。 

小林君  梅雨が明けそうですね。稲荷山公園を

歩いてきますが、早やセミの声がして

いました。クラブ協議会です。どうぞ

よろしくお願い致します。 

浜野君  本日は後半のクラブ協議会です。お世

話になりますが、宜しくお願い致しま

す。また、パスト会長の時間楽しみに

していました。東パスト会長、宜しく

お願い致します。 

沼﨑君  今日の例会ではいろいろの役をやらせ

ていただきます。出席委員長就任挨拶

と出席報告。ロータリー情報委員とし

てロータリーの友、ガバナー月信、年

度計画書などの報告です。よろしくお

願いします。 

大野君  東パスト会長、お話楽しみにしており

ます。前回、妻の誕生祝いと結婚祝い

を頂き、皆様ありがとうございました。 

高田君  新年度の役員様、一年間よろしくお願

いします。 

渡邉君  会長の時間、東パスト会長宜しくお願

いします。クラブ協議会の各委員長、

一年間宜しくお願いします。 

 

 

◆ 次の例会 ◆ 

 
   8月 13日（金）  

 例会取り止め 

8月 20日（金） 

 ガバナー公式訪問 

 第 2 副 SAA： 若松会員 東会員 

 クラブ協議会 

8月 27日（金） 

 夜間例会 
 （開催については 8/2理事会で最終決定） 

 

 


