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ロータリー活動を内外に伝え 
   参加する友達の輪を広げましょう  

【お盆をお迎えするについての色々   奥寺浩司さん】 

 各地域に伝承されているお盆の行事は

色々な形が伝わっておりますが、自分に

関わる御先祖様や全ての精霊（しょうれ

い）に供養の想いを供えたいという気持

ちは同じであります。 

そこで、各地域の伝承・諸説がありますが、お

盆の時期が近いので、私が教わった事・お盆にま

つわる話をお伝えさせていただこうと思います。 

お盆と聞きますと、新暦では7月13日～16日・

旧暦では8月13日～16日迄と思いがちですが、 

●「七日盆・廿日盆（なのかぼん・はつかぼん）」 

お盆の期間は七日から始まり、二十日で終わる

という説があります。 

七日は七夕でありますが、「棚幡（たなばた）」

とも言い、御先祖様をお迎えする為の祭壇「精霊

棚（しょうりょうだな）」を設える日でありま

す。 

精霊棚に供養の為の幡

（五如来の名号を記した

五色の幡等）を飾る日か

ら、「棚」に「幡」で タ

ナバタという言葉が出来

たとも伝わっております。 

七日に「※真菰のゴザを敷いて」精霊棚を設えま

したら、「胡瓜の馬」をこの日にお供え致しま

す。この「馬」が三日間（7日～9日）掛けて「あ

の世」へ迎えに走るそうで、あの世へ到着します

と一日間（10日）は休息と御先祖の御霊を乗せる

準備を整え、また三日間（11日～13日）掛けて

「この世」へ戻ってくるとなっております。13日

の午前中に迎え火（狼煙を上げる）を焚き、帰り

先の場所を示し、懐かしい我が家へ戻ってくると

も伝わっています。 

（約七日間お供えした胡瓜の馬、

13日には萎んでしまっている姿か

ら「御先祖様を乗せて帰ってきて

くれたから疲れきっているから、ゆっくり静養

してください。」と「水の子（お盆のお供えの

一つで、洗米に細かく賽の目に切った胡瓜・茄

子を混ぜたもの）」を食べさせるという話もあ

ります。） 

※真菰の匂いは

精神を落ち着かせ

る癒しの効果があ

り、古代インドで

は医療にも使われ

ていたとの事。真

菰のゴザにお座り

いただくことで御

先祖の御霊へ長旅のお疲れを癒し労う意味があ

ります。 

13日～16日迄は御先祖様・あらゆる御霊がこ

の世に滞在をしている期間であります。 

各家庭では亡き人が生前の様に生活していると

思って、家族が勢ぞろいをして、食事をしなが

ら思い出話や感謝の想いを伝えて御霊を労って

あげて下さい。 

（御先祖の御霊は子孫・関係者の身体を通して

食事・会話等、見ることも聞くことも出来ると

伝わっております。） 

食事をすることで、「食の栄養」「心の栄養」

をお供えする。「供養」という言葉になりま

す。 

16日の夕刻に、「茄子の牛」を精霊棚へお供

えして、四日間（17日～ 20日）掛けて「この

世」をゆっくり見物しながら「あの世」へお帰
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頂きます。１７日に精霊棚を片付け致します。 

（１６日の夕刻に「真菰のゴザ」の両端を結び、

船を作って精霊棚の供物・供花を乗せて、近くの

川・海・湖・沼へ流しに行く「精霊流し」が伝

わっています。 

 諸説ありますが、一説には16日は「地獄の釜の

蓋が開く日」で地獄の亡者達が一日だけこの世に

戻ってきているそうで、地獄の亡者達は水を求め

て水辺に集まっております。その様な亡者達へも

供養の御裾分けということで、精霊流しをして供

養するとも伝わっております。） 

 17日～20日までの期間は、「道中ご無事に」と

の思いを香に託しお供えするのが「この世」の私

たちのお役であります。 

この様に20日でお盆という行事が終わりますの

で、「廿日盆」という言葉が伝わっております。 

 

 

 

 

 

 

 

●「施餓鬼供養（せがきくよう）」 

餓鬼に施すと書いて「施餓鬼」と申します。 

六道の世界の一つ「餓鬼道」に堕ちた亡者達の

救済供養をするのが施餓鬼であります。お盆を迎

える時期には各寺（浄土真宗以外）で施餓鬼供養

の法要が行われます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「餓鬼」と聞きますと、お腹がボッコリと出て、

骨と皮だけに痩せ細り、髪を乱して、「何かくれ

～」と手を伸ばしながら彷徨っている妖怪の姿を

思い浮かべるかと思います。 

私から言わせれば、餓鬼とは「※無縁仏（む

えんぼとけ）」であり、誰からも供養を頂けず

に痩せ細ってすさんでしまい彷徨っている魂の

事であります。 

 初盆をお迎えになられるお宅の方には特にこ

の「餓鬼」達がヤキモチを焼くそうでありま

す。 

初盆のお宅では、葬儀から日も浅く、供物や供

花・毎日線香を供えるなどの丁寧な供養がなさ

れております。  
この姿を「餓鬼」達は見ており、「あの新しい

仏ばかり供養して、自分たちには手も合わせて

くれないのか！！」と勝手にヤキモチを焼き、

色々と悪戯をしてくるそうです。 

そこで、初盆のお宅では丁寧に初盆施餓鬼の供

養をいたし、餓鬼たちに栄養をお供えして、お

盆に帰ってくる御霊に自宅でゆっくりと休んで

頂けるようにと供養申し上げます。 

また、違う説では、お盆の時期を迎えるにあた

り御先祖方は無縁仏に声を掛けるそうです。 

御先祖の御霊は「菩薩行を歩まれている御霊」

であり、お慈悲の心で無縁仏達に「私たちは帰

る先が在るが、あなた方は帰る先が無いの？で

あれば今年は我が家でお盆を過ごしましょう

よ！」と無縁仏を「客仏（きゃくぼとけ）」と

して連れて帰ってくるとも伝わっています。 

声を掛けられた無縁仏達は「ありがとうござい

ます。では皆様のお荷物・お鞄をお持ち致しま

す。」とカバン持ちをして御先祖方と我が家へ

来るそうです。 

御先祖の荷物持ちをして道先案内をしてくれ

た無縁仏「餓鬼」達に施餓鬼供養をしている

と、栄養が頂けるので悪戯しないのですが、施

餓鬼供養していないと、御先祖様へとお供えを

した精霊棚の供物に手を付けて食べてしまい、

「足りない！」と悪戯するとも言われていま

す。 

※無縁仏とは、今の私達には縁が無い御霊で

はあるが、昔は親族関係にて繋がりがあった御

霊で、現在は誰にも供養を頂けてない御霊。 

元は私達と同じ生きていた方。かつて縁が有っ

た先祖の御霊や私達にヤキモチを抱いている、

可哀想な御霊であります。 

今の私達が存在できているのは、目に見えて

いない神仏のご加護をいただいている「御蔭さ

ま」を頂けている結果であります。 

お盆の時期には普段出来ていない「お蔭さま」

に感謝の想いを添えてお過ごしいただきたいと

思います。 



【例会の記録】                

*ＳＡＡ 栗木悦郎さん 

*司  会 吉村香織さん 

*国歌斉唱 

*ロータリーソング 奉仕の理想 

*8月慶祝 

 会員誕生祝 岸茂さん、桜井光子さん 

       荻原淳さん 

配偶者誕生祝 吉村拓也さん 

【出席報告】  

 会員数     39名（内女性7名） 

 本日の出席者  12名（出席率 42.86％） 

 修正後の出席率 63.16％  

      ラッキー賞  工藤洋三さん 

    ありがとうございます。 

【幹事報告        掛川浩邦幹事」 

今週の着信 

・ＲＩより 

  今年度比例人頭分担金の支払いについて 

   7月当初のロータリーレートにて支払う 

   寄付金はその月のレートに従って払う 

・第2600地区上沢ガバナーエレクトより 

  次年度東信第二Ｇガバナー補佐任命書送付 

  補佐幹事1名、補佐副幹事2名選出依頼 

・第2600地区財団委員会、米山委員会より 

  財団セミナー8月28日 10：00～ 

  米山セミナー8月28日 11：20～ 

  其々Zoomにて開催  

・上田東ＲＣ、東御ＲＣ、蓼科ＲＣより 

  クラブ計画書恵送 

今週の配布物 

 ロータリーの友8月号 

 月信8月号 

 月信2020-2021年最終号 

 東信第二グループ会員名簿 

今週の配信 

 会報第2758号、2759号（ホームページ配信） 

週報恵送 

 上田RC、上田西RC、上田六文銭RC、東御RC 

【にこにこＢＯＸ報告】 

「暑いですね。熱中症に気を付けて」 

笹井寿美枝さん、小宮山陽一さん、宮本伸司さ

ん 

「夫の誕生月です」      吉村香織さん 

「本日卓話行います。皆さんよろしくお願いし

ます」            奥寺浩司さん 

「奥寺さん卓話よろしくお願いします」 

内堀敏高さん、工藤洋三さん、佐藤重喜さん 

河野正美さん井田宗広さん、服部正さん 

齊藤加代美さん 

       本日の喜投額  14,000円 

       今年度累計額 104,000円 

  

【会長挨拶         内堀敏高会長】 

    毎日オリンピックを朝から夜までテレ 

    ビで観戦しました。 

   選手が一生懸命トレーニングに打ち込 

   んだ結果を見て一喜一憂しオリンピッ

クを実施して良かったと感じました。が、 

コロナが急激に増加し第4波。今までの何倍もの

猛威をふるっております。 

早くワクチンが国民の皆さんに届き、袋町でハ

シゴ飲みがしたものです。 

これからお盆を迎え、子供たちの帰省…、 

我が家では、今年こそは帰りたいと聞いて嬉し

いやら…。 

さて、ここにいる方の半数はワクチンの2度目

を終えています。しかしワクチンを打ったから

と言って絶対にかからないと言えず、コロナに

関する情報も錯綜しています。 

結局目に見えないコロナに対し、個々が人と

の接触、マスク、手洗いとできることを徹底す

ることしかないと思います。 

皆さんもコロナに感染しないよう気を付けて行

動してください。 

【ロータリーの友紹介  笹井寿美枝委員長】 

   ロータリーの友8月号の記事を紹介いた 

   します。 

   今月は、ロータリー衛星クラブと日本の

ロータリー100周年を祝う会の特集が組まれてい

ます。又コロナ禍で行われた国際大会がバー

チャルでの開催で有ったとの記事が掲載されて

います。どうぞお読みください。 

更に、縦組み16ｐ「友愛の広場」では、4月20日

から23日まで行われた「清浄華院御忌大会」の

ことが記事として掲載されています。 

皆さんご存じのとおり当クラブの奥寺浩司さん

が22日行われた古式法要の唱讃導師をお勤めに

なりましたが、その際の執事長、21日の唱讃導

師、22日の唱讃導師奥寺さんと皆さんロータリ

アンであり喜ばしい出来事であったとの記事で

す。 

皆さん是非お読みください。 

その他にもロータリーに関する記事や各地の

ロータリアンからの投稿記事ががたくさん掲載

されています。 

ロータリーの友は一番読まれない雑誌と言われ

ますが、お盆休みを迎えますのでゆっくり読ん

でみるのも良いのではないでしょうか。 



ガバナー補佐事前訪問の報告 

新型コロナ感染拡大により、8月5日以降の例会はすべて休会となりました。 

26日は、ガバナー補佐事前訪問日でしたが休会の為、会長・幹事との懇談のみが

行われ今年度の丸子クラブの活動計画について会長より報告がなされました。 

 内堀会長からは、今のところ計画書の通りに活動を行う予定ですが、新型コロ

ナ感染拡大により今後の予定を変更しなければならない場合が出てくると思われ

ます。臨機応変に活動が滞ることの無いよう勧めていきたいと思っております。 

との話がありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

北村ガバナー補佐の訪問メッセージを預かっておりますのでお伝えします。 

  7月の表敬訪問では酒井幹事とお世話になりました。本日は新型コロナ感染拡

大のため、例会が休会の中会長・幹事さんには懇談の機会を作っていただきあり

がとうございます。 

 1年先送りされた“2020東京オリンピック”は無観客を余儀なくされる中での開

催でしたが、アスリートの皆さんの活躍には感動いたしました。 

しかし、昨年来の新型コロナウイルス感染症は変異株の拡散でますます終息のめ

どが立たない状況で、クラブの運営にも大変ご苦労頂いておるところだと思いま

す。 

 9月13日にはガバナーの公式訪問が予定されていますが、先日ガバナーから長野

県下警戒レベル5という非常事態の為、例会の休会等に関してはクラブの理事会で

決め公式訪問日は考慮しなくてもいいという連絡がありました。公式訪問が変更

になる可能性は大でありますが、ガバナーの考えを皆さんにお伝えするのが補佐

である私の役目ですので、本日懇談をさせていただきました。 

地区は各クラブがＲＩの会長の方針などを理解され、クラブの運営がスムーズに

行えるようお手伝いをするのが役目です。 

今年度の会長シェカール・メータさんはＲＩ会長テーマを「奉仕しよう みんな

の人生を豊かにするために」とされました。それに基づき地区標語は「繋がりを

保ち、交流と奉仕を充実させよう」であります。貴クラブの計画書にすでにすべ

て計上されており、皆さんには計画書を熟読され奉仕活動に邁進していただくよ

うお願いします。 

クラブのクラブサポートの重点項目は3点です。 

 1、繫がりの強化 例会の継続のためオンライン環境の整備 

 2、（女性）会員の増強 EACH ONE BRING ONE 

  3、積極的な広報活動とビジュアルアイデンティティの強化 

 

新型コロナの感染爆発と言われる異常事態の中、丸子ロータリークラブの会員の

皆様には健康にご留意頂き、奉仕活動にご尽力いただければと思います。 

   


