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8月1日(月)

会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　コロナの第７波が来ていると尾身会長が発言さ

れています。コロナウイルスによるパンデミック

発生以来、デルタ株からオミクロン株そしてBA5

へと変異を繰り返しています。

　ウイルスから見れば、ワクチンや治療薬の開発

は生存の危機に直面しています。

　叩かれれば生存のためには、変異して

①ワクチンや薬の効果を避ける

②出来るだけ潜伏期間を短くし、早くウイルス　

　を放出して感染を拡げる　　　　　　　

　恐らく人間に感染する以前は、洞窟で大人しく

蝙蝠の体の中で平穏に急いで変異することなく過

ごしていたと思われます。

　文明の進歩は、人間が今まで近づかなかった所

に進出して未知のウイルスや細菌と遭遇するリス

クが高まっています。今までの常識の範疇を超え

る巨大ウイルスや長さ２ミリの細菌も発見されて

います。以前よりパンデミックの脅威は増してい

るともいえると思います。しかしながら人類は英

知を傾けてワクチン・治療薬の開発を続け、闘わな

ければなりません。

目指そうエンド　コロナ、果たそうエンド　ポリオ

8月8日(月)

例会休会「私の仕事」

卓話担当：堀内要佐 会員

「卓　話」

　春のRYLAセミナーが下記の通り実施される予定

です。チラシを配布いたしますので、お知り合い

の青年男女がいらっしゃいましたら、ぜひお声か

けをお願い致します。

記

日程：2022年9月23日（金・祝）～25日(日)

場所：パナソニックリゾート大阪

　　　大阪府吹田市青葉丘南10－1

対象：ロータリークラブの推薦による18歳から30

　　　歳までの青年男女

研修内容：オープニングスピーチ、ワークショッ

　　　　　プ、グループワーク

　　　　　セミナーは全て日本語で行われます。

テーマ：最善力を磨く！！～その時、君ならどう

　　　　する～

ホストクラブ：茨木ロータリークラブ

新型コロナウイルスにより、人類は大きな打撃を受ける

と同時に、生き方・暮らし方を根本的に考えさせられる

機会を得ました。様々なシーンに出くわした際、何を選

ぶか、何を表現するか、何を問うか・・受講生が能動的

に考え、行動し、自ら掴み取る、そんな機会を通して

「未来を担うリーダー」の育成に努めます。

7月25日(月)

　

7月11日のニコニコ報告 出　席　報　告

例会日

例会回数 回

Ａ 会員数 名

Ｂ 出席免除者 名

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ 名

Ｄ 出席義務者　欠席数 名

Ｅ 出席義務者出席数　Ｃ－Ｄ 名

Ｆ 出席免除者出席数 名

出席率 ％
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①茨木ロータリークラブより、2022-2023年度秋   

  のＲＹＬＡセミナー開催のご案内が届いており   

  ます。（事務局宛）

②地区より地区Ｒ財団セミナーのご案内が届いて

　おります。（会長・ロータリー財団委員長・補

　助金申請担当会員宛）

③次週7月18日は、海の日のため例会は休会とな

　ります。

池田RC
会長　田中孝史様
幹事　橋本昌也様 …

茨木RC
会長　久保秀一様
RYLA実行委員会
副委員長　土方慶之様 …

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

奥山　裕治副会長 …

小森　　正　会員 …

中村　　武　会員 …

坂田　妙子　会員 …

松室　利幸　会員　…

岡本　　厚　会員　…

吉井　順子　会員　…

奥村　雅一　会員　…

石田　貴子　会員　…

今井　卓哉　会員　…

乾　　禎則　会員　…

沢田　武司　会員　…

子安　丈士　会員　…

飯原　多香　会員　…

1年間、よろしくお願いします。

神聖なる例会の時間を拝借し、PR
をさせて頂き有難うございまし
た。秋のRYLAへのご協力をお願い
します。

池田RC田中会長、橋本幹事様よう
こそ。茨木RC久保会長、土方RYLA
実行副委員長様　RYLAの成功をお
祈り致します。

池田RC会長、幹事様　茨木RC会長、
副委員長様をお迎えして。

池田ロータリークラブ田中会長、
橋本幹事ようこそ池田くれはRCへ

本日卓話です。よろしくお願いし
ます。

何か明るい話しはないでしょうか
ね～。

秋のライラに米山奨学生と参加さ
せて頂きます。楽しみです。

遅くなりましたが、宇宙船加藤号
の打ち上げ（出航）を祝して

暑いですね。

この夏は夏もひんやり超涼しいと
いわれている渓谷に行きます。プ
ラス実家のルーツをさぐりに・・

新年度よろしくお願いします。
久しぶりに映画TOPGUN鑑賞!良
かったですよ～!!

今日も元気でした。

茨木RC久保会長、土方様ようこそ
おいで下さいました、。秋のRYLA
セミナー応援しています。

暑い日が続きますが、お体ご自愛
下さいませ。

術後、2カ月が経過し、無事に装
具が取れました。

安倍元首相のご冥福をつつしんで
お祈り申し上げます。

ビールが美味しくて止まりません。

本日の合計　46,000円　累計　121,000円

　　

令和□□年□□月□□日　第□□□□回例会　No.□□□□

2022～2023年度

会長／加藤光祥　副会長／奥山裕治　幹事／國司真相

http://www.ikedakureha.jp/  E-mail:ikedakureha@gamma.ocn.ne.jp

四つのテスト

2022 年　7月 25 日　第 1623 回例会　No.1623

7月11日のビジター

7月11日の幹事報告

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

卓話担当：北川智司 会員

池田ロータリークラブ

春のRYLAセミナーご案内

　国際ロータリー第2660地区のホームページに、

6月12日のレクイエム音楽祭の報告記事が掲載さ

れましたので、ぜひご一読ください。

https://www.ri2660.gr.jp/c_report2021/archiv

es/20220705_4903/

会長　田中　孝史　様

幹事　橋本　昌也　様

茨木ロータリークラブ
会長　久保　秀一　様

RYLA実行委員会副委員長
土方　 慶之　様
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6月20日のビジター

7月11日の卓話

　本日は「葬儀のルールとマナー」のお話をさせてい

ただきます

　令和３年３月２２日「ｺﾛﾅ渦以降、変化するお葬式」

縮小傾向にあるとお話しいたしました。そのときにも

お話しいたしましたが、葬儀の根幹は宗教儀礼であり

まして、通夜、葬儀ともに各宗旨・宗派のお手伝いを

させていただくことが我々の仕事です。

　宗教のお手伝いと申しましても日本にはたくさんの

宗旨・宗派がございます

　大きく分けて仏教・神道・キリスト教、一番多くお

手伝いさせていただくのは、仏教です。

　仏教といっても日本にも多くの仏教がございまして

一般的に13宗派56派とされております。

仏教　13宗派56派の宗祖・教え・教典・唱名など
浄土宗　唱名：南無阿弥陀仏（なむあみだぶつ）

焼香の作法：焼香は抹香を額の高さまで掲げ、3回行

います。

浄土真宗：唱名：南無阿弥陀仏（なむあみだぶつ）

焼香の作法：焼香は抹香を額の高さまで掲げる事はせ

ず、1回だけ行います。

真言宗：唱名：南無大師遍照金剛(なむたいしへん

じょうこんごう）

焼香の作法：焼香は抹香を額の高さまで掲げ、3回行

います。

天台宗：唱名：正式には南無宗祖根本伝教大師福聚金

剛ではあるが、南無阿弥陀仏（なむあみだぶつ）が一

般的

焼香の作法：抹香をつまみ、額の位置まで掲げ、香炉

に落とす動作を３回行います。

日蓮宗：唱名：南無妙法蓮華経（なむみょうほうれん

げきょう）

焼香の作法：焼香は抹香を額の高さまで掲げ、3回行

います。

臨済宗：唱名：南無釈迦牟尼仏（なむしゃかむにぶつ）

焼香の作法：焼香は抹香を額の高さまで掲げ、1回行

います。

卓話続き

曹洞宗/黄檗宗：唱名：南無釈迦牟尼仏（なむしゃか

むにぶつ）

焼香の作法：焼香は2回行いますが、まず抹香を額の高

さまで掲げるものを1回行い、その後、掲げないもの

を1回行います。

法相宗：唱名：特に定められていないが一例として、

般若心教などが読まれる。

焼香の作法：奈良仏教である法相宗では、一般的に葬

儀は行われません。

律宗：唱名：特に定められていないが一例として、般

若心教などが読まれる。

焼香の作法：奈良仏教である律宗では、一般的に葬儀

は行われません。

華厳宗：唱名：特に定められていないが一例として、

般若心教などが読まれる。

焼香の作法：奈良仏教である華厳宗では、一般的に葬

儀は行われません。

融通念仏宗：唱名：南無阿弥陀仏（なむあみだぶつ）

焼香の作法：焼香は抹香を額の高さまで掲げ、1回〜3

回行います。

時宗：唱名：南無阿弥陀仏（なむあみだぶつ）

焼香の作法：焼香は抹香を額の高さまで掲げ、1回〜3

回行います。

キリスト教
プロテスタント：プロテスタントの教会式の葬儀は、

故人は神のもとで安らかになるという考えがあるた

め、神に捧げる祈りが中心となります。

神に感謝し、遺族を慰めることに重きをおいて式が進

みます。

聖書の朗読、讃美歌斉唱、牧師の説教を行い、葬儀と

告別式は分けずに行われます。

プロテスタントの葬儀は、形式にこだわらないのが特

徴です。

カトリック：カトリックの教会式の葬儀は、神に故人

の罪を詫びて許しを請い

永遠の命を得られるように祈ります。

聖書朗読や神父による説教を行う「言葉の典礼」と、

パンやぶどう酒などを祭壇に奉納するミサが中心とな

ります。

聖歌に送られて、献花なども行われます。

キリスト教葬儀の流れ

キリスト教の教会式の葬儀は、プロテスタント、カト

リックともに聖書の朗読と祈りを中心に行われます

が、葬儀と告別式を分けて行うカトリックに対して、

プロテスタントの場合は葬儀と告別式を同時に行います。

香典袋
外袋には、表面の上段に「表書き」を書きます。表書

きとは、

「御霊前（ごれいぜん）」や「御仏前（ごぶつぜん）」

2022年度関西米山学友会総会 報告

小森　正会員
「葬儀のルールとマナー」

卓話続き

など、香典を贈る際の名目のことです。

ちなみに仏式の通夜や葬儀では、「御霊前」と書き、

四十九日以降は「御仏前」または「御佛前」と記入し

ます。

神式（神道）の場合…御神前（ごしんぜん）、御玉串

料（おたまぐしりょう）、御榊料（おさかきりょう）

水引は銀か白

キリスト教（カトリック）の場合…御花料（おはなりょ

う）、御ミサ料（おみさりょう）

キリスト教（プロテスタント）の場合…御花料（おは

なりょう）、献花料（けんかりょう）、弔慰料（ちょ

ういりょう）

無宗教または故人の宗派が不明の場合…御霊前、御香

典など汎用性の高い名目を記載します。

キリスト献花
スタッフから献花用の花を受け取ります。

右手は花の下、左手は茎の根元に添え、花を胸の高さ

に合わせて持ちます。

この時、右の手のひらが天井を向き、左の手のひらが

床向きになるようにしましょう。

自分の順番が来たら、ご遺族に一礼して祭壇に進み、

祭壇の前で一礼します。

花を時計回りに回して、根元が祭壇の方に向くように

持ち替えたら、花に左手を下から添えて、献花台の上

に置きましょう。

献花台の上に花を置いたら、カトリックの方は十字を

切り、プロテスタントの方は胸の前で手を組みます。

なお、それら以外の方は手を合わせて黙とうした後に

深く一礼をします。

その後はそのまま２～３歩下がって、ご遺族に一礼を

して自分の席に戻ります。

神式献花

1.神主または葬儀場のスタッフから玉串を受け取る。

・喪主、遺族に会釈します。

・神主の方に進み一礼し、両手で玉串を受け取ります。

この時は「右が枝（根元）、左が葉」になるように渡

されます。持つ時には、右手で上から枝を包むよう

に、左手で葉先を支えるように持ちます。

・玉串は、胸の高さで葉先が心持ち高くなるように持

ち、玉串案と呼ばれる玉串を置く台の前まで進みます

2.祭壇の前で祈念する。

・祭壇の前で一礼します。

・玉串を時計回りに90度回転させ縦にし、両手で玉串

の根元を持って祈念します。

3.二礼二拍一礼

・祭壇の方を向いたまま二歩ほど後退します。

・二回深く礼をします。

日　時：2022年7月3日（日）17:30～21:00

場　所：KKRホテル大阪 3階 銀河の間　

出席者：ロータリアン82名、米山奨学生44名、

　　　　米山学友51名、その他関係者

　　　　総勢 約200名

　関西米山学友会総会が、２部構成にて開催され

ました。第一部 総会は、関西米山学友会　閔 ス

ラ会長、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

　若林 紀男理事長、宮里 唯子ガバナーによるご

挨拶の後、2021-22年度の活動報告及び会計報告

がありました。

　2022-23年度決議事項では、頼 育萱さんが今年

度会長に選任され、今年度スローガン「YONEYAMA 

HARMONY」についての思いを述べられ、次に活動

計画、予算案等を発表されました。

　第二部 歓迎会は、地区米山奨学委員会　坂田 

妙子委員長のご挨拶の後、山本 博史パストガバ

ナーの乾杯で会食がスタートしました。余興で

は、米山学友会による歌、演奏、踊りがありまし

た。これは、先日池田くれはRCレクイエム音楽祭

で披露のあったネパールの歌、演奏、民謡です。

会場にいた約200名からは大きな拍手と歓声があ

りました。

　当クラブからは、地区米山奨学委員会　坂田 

妙子委員長、米山奨学生　蔡 真彦さんと私の３

人が参加しましたが、過去に当クラブがお世話を

させていただいた元米山奨学生の、鍾 允順さん、

韓　姸嬌さん、鄭　詩頴さん、翟　智豪さんの４

名が関西米山学友会スタッフとして活躍されてい

ました。

　他クラブのロータリアンから、池田くれはRCの

関係者がたくさんご活躍されていますね、という

お声掛けをいただき、とてもうれしく思いました。

地区米山奨学委員会委員　今井卓哉


