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出 席 報 告

皆さん衣替えはお済でしょうか？？１０月半ばというのに今日は蒸し

暑く私などまだまだ夏用スーツですし加島幹事は半そです。

コロナ感染状況も全国的に減少傾向が見られますが、 この現象の

理由付けには様々な報道がなされています。

やはりワクチン接種率 （２回） が６５％、（１回） ７５％となったことが

最大の理由と思いますが、 ウイルスの感染能力の弱体化なども言

われ、 東洋経済には今経済白書で人流はコロナ感染拡大は大き

な影響が見られない等々様々な報道もされています。

私達名北ＲＣは油断なく従来の方針通り感染防止対策を推進して

参ります。

さて、 前述の対策を講じながら来週２０日例会後 「職場見学会」

が行われます。 訪問先は半田キャスティングという会社です。

本日はお休みですが林職業奉仕委員長より当該企業社長の紹介

を承っていますので紹介させて頂きます。

原文のまま読みます、 「加藤昌彦社長は、 アメリカで、 市長から

奉仕活動の功績を称えられ、 共和党ペンス元副大統領ともメール

で情報交換すると聞きました。 また、 スピリチュアルな能力もお持

ちの方です。 よろしくお願いします。」

大型バスで移動など感染防止対策を整えて実施予定ですが参加

人数にまだまだ余裕がありますので皆さんのご参加をお待ちしてい

ます。

それでは、第６波の到来が危惧されますがこのまま沈静化すること

を切に願い挨拶とします。

１. 本日は職場見学会を行います。

　　後程、 林職業奉仕委員長より最終案内をしていただきます。

　　ご参加の方はよろしくお願い致します。

２. 来る１０月３０日 （土） １３時から名古屋東ロータリークラブと共同

　　提唱した名古屋経済大学附属市邨高校 ・ 中学校インターアク

　　トクラブ認証状伝達式が行われます。

　　当日、 Zoom 配信をおこないますので、 ご参加下さい。

　　ミーティング ID 等は決まり次第お伝え致します。

３. ロータリー財団への寄付申込書 （年間１８０ドル） を同封致しまし

　　たので、 １０月２７日 （水） までにご提出下さい。

　　なお、分割寄付をご希望の方は、 必ず分割額をご提示下さい。
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本日の例会 （第１９０２回）　 １０／２０　（水） 

次回の例会 （第１９０３回）　 　１０／２７　（水） 

【新会員職業紹介】

スピーカー　　宇佐美　太郎君 

※例会後は、 職場見学会を開催します。

第１９０１回例会記録　 １０／１３ （水）　晴　
司　　　　 会　 岩田　滿治君

斉　　　 唱 　　ＲＳ／四つのテスト　

ゆったり例会を開催します。

例 会 報 告

会 長 挨 拶
幹 事 報 告



　　社会奉仕委員会

　　　　　 　　委員長　祖父江　佳乃さん

毎年、 社会奉仕の事業で北図書館に寄付をさせていただいてお

ります。 先日、 北図書館の館長様がお寺にお参りにきてくださいま

した。 そのときに、図書館として本をいただけるのは、とても嬉しい

ですが、本を活用していただく為に何かひとつロータリーさんから考

えてほしいとのことで、 近藤さんから本の朗読をご提案いただきま

したので、 本日は朗読をさせていただきます。

むかしむかし、 ウサギには、 三匹の友だちがいました。

サルと、 山イヌと、 カワウソです。

ある日の事、 ウサギはふと、 明日が精進日 ( しょうじんび ) である

事に気がつきました。 精進日というのは仏さまの教えを守って身を

清め、 困っている人にほどこしをする日の事です。

「明日、 困っている人が来たら、 せいいっぱい助けてあげよう」

みんなはウサギの意見に賛成して、 家に帰りました。

次の日の朝、 カワウソは食ベ物を探しに、 ガンジス川の岸までお

りていきました。 ちょうどその時、一人の漁師が七匹のコイをつかま

えて草の中にかくし、 もっと下の方へと出かけていったあとでした。

「おや？　この魚は、 誰の物だい？　持っていくよ」

カワウソは三ベんよんでみましたが、 返事がありません。

そこでだまって、 もらってくる事にしました。

山イヌも、 食ベ物を探しに行きました。

山道を進んでいると、畑の番人の小屋から肉や牛乳のにおいが流

れてきます。

「おや？　この食ベ物は、 誰の物だい？　持っていくよ」

山イヌは三ベんよんでみましたが、 誰も現れません。

そこでやっぱり、 もらっていく事にしました。

サルも森へ行って、 マンゴーの実をたくさん集めてきました。

ところがウサギは、 何も見つける事が出来ませんでした。

貧乏なので、 家にはゴマも米も、 何もありません。

「どうしよう？　せっかくの精進日なのに。 ・ ・ ・ そうだ、もし誰かが

食ベ物をもらいにきたら、 わたしはその人に自分の肉をあげよう」

さて、 このウサギたちの事を知った天上に住む神さまは、みんなの

心をためしてやろうと思いました。

そこで神さまはお坊さんに姿を変えて、 まずカワウソの家にやって

きました。 するとカワウソは、 「さあ、 お坊さま。 今日は精進日で

す。 どんどんめしあがってください」

と、 コイ料理を進めました。

次に訪ねた山イヌの家では、 畑の番人のところからとってきた肉や

牛乳を出されました。 そして次に訪ねたサルの家では、 マンゴー

と冷たい水を出されました。

そして最後にウサギの家に行くと、 ウサギはお坊さんに言いました。

「今日は、 精進日です。 ほどこしをしたくて、 あちこちかけ回った

のですが、 ごちそうは手に入りませんでした。

そこで今日は、 わたしを召し上がってください。

けれど、 お坊さまであるあなたがわたしを殺してしまえば、 いまし

めを破ることになります。

そこですみませんが、 火をおこしてください。

そうしたら、 わたしは自分で火の中に飛び込みましょう。

焼けた頃に取り出して、 召し上がってください」

神さまが火をおこすと、 ウサギは火の中へ飛び込みました。

ところが火の中へ身を投げたというのに、 ウサギはやけど一つしま

せん。 「あれ？　おかしいな」

不思議がるウサギに、 神さまが言いました。

「信仰心 ( しんこうしん ) のあつい、 かしこいウサギよ。

お前の徳 ( とく→よい行い ) が、のちの世の人にかたりつがれるよう、

記念をしておこう」

神さまはそう言って大きな山をつぶし、 そのしぼった汁で月の表面

にウサギをえがきました。

その時から、 月にはウサギの姿が浮かぶようになったという事です。

月 間 卓 話

【１０月も半ばですが、衣替え済みましたか。本日も宜しくお願

いします。】

香田　研二君　　遠藤　友彦君　　渡邉　泰彬君　　尾關實津成君

平子　明資君　　塚本　　 隆君　　梅村　　 篤君　　祖父江佳乃さん　 

杉浦　定文君　　近藤　 　朗君　　西村　　　努君　　足立陽一郎君

中島　宗幸君　　伊藤　晋一君　　香田　研二君　　吉村　知紗さん

玉置　正樹君　　柴山　利彌君　　加藤　昌之君　　中野　愛弓さん

加島　　 光君　　河東　広樹君　　　　　　　　　　　　　　 　　

宇都木　寧君　北アルプスに、 ７、８、９、１０日と登山に行きました。

ニ コ ボ ッ ク ス


