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皆さん、こんにちは。今日は、１０月の第一例会

ですので、後程会員の誕生お祝いが行われますが、

藤枝クラブ会員４０名中、私を含め６名が１０月

生まれで一番大勢いらっしゃる月です。会員一同

を代表いたしましてお祝い申し上げます。今日、

３日が誕生日の方もお二人いらっしゃいます。渡

辺会員、松葉義之会員です。重ねてお祝い申し上

げます。私も、５日を迎えますと６４歳となりま

す。６４年間、無事に過ごしてこられましたこと

に感謝の気持ちを持ち続けて、これからの人生を

歩んでまいりたいと思います。 
さて、先日の新聞に文化庁・１１年度国語世論

調査の結果が掲載されていました。目立つ誤用国

語力との見出しでした。記事をみて、私も普段何

気なく使っている言葉も、結構間違った使い方を

していると実感させられました。「快く承諾する」

は、二つ返事、一つ返事。「本心でないうわべだけ

の巧みな言葉」は、舌先三寸、口先三寸。「失笑す

る」は、笑いも出ないくらいにあきれる、こらえ

切れずに吹き出して笑う。「割愛する」は、惜しい

と思うも物を手放す、不必要な物を切り捨てる。

「にやける」は、薄笑いを浮かべる、なよなよし

ている。調査結果では、間違った解釈をしている

人の方が圧倒的に多かったので、少し救われた気

がしますが、自分の国語力の低さを痛感させられ

ました。全然という言葉は、否定語として使用さ

れる言葉ですが、近年は、肯定語として使われて

いるのをよく耳にします。 
言葉も長い歴史の中で解釈の仕方も変わってい

くものと思いますが、脳の活性化、ボケ防止のた

めに、読書を含め今まで以上に国語に興味を持っ

て過ごされるのも楽しいのではないでしょうか。

若さを保つ秘訣は、好奇心、探求心の旺盛さに尽

きると思います。会員の皆様には、爽やかな秋を

満喫されますようお願いいたしまして会長報告と

させていただきます。 

■ 理 事 会 報 告           池ノ谷 敏正君 

• １０．１１月のプログラムが承認されました。 
• 藤枝明誠高校３０周年記念式典招待にともなう

出席について承認されました。 
• 藤枝順心高校インターアクトクラブとの定期交

流について承認されました。 
• 広島親睦旅行アンケート実施について承認され

ました。 
• 第５分区交流ゴルフ大会参加者のメークアップ

が承認されました。 
• 小杉苑様「桐たんす弁当」を例会に利用する件

について承認されました。 

■ 幹 事 報 告              池ノ谷 敏正君 

• 第２６２０地区より 
１０月のロータリーレートのお知らせが届いて

おります。１ドル＝８０円です。 
• 第２６２０地区より 
 山梨新聞掲載記事の紹介が届いております。 
• 第２６２０地区より 
青少年交換マンスリーレポートが届いておりま

す 
• 公益財団法人米山記念奨学会より 
 お知らせと配布物「豆辞典」・２０１１年度事業

報告書が届いております。 
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■ 出 席 報 告            中森 義次君             
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

35／39 89.74％ 33／39 84.61％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○河井君 ○江﨑晴君 落合君 仲田晃君  

(２)メークアップ者 

石割 郁子君（静岡北） 

■ ビ ジ タ ー                         
漆畑 雄一郎君（藤枝南）   

■ スマイルＢＯＸ                     
• おかげ様で敬老祝金を戴きました。ありがとう

ございました。                   栗原 毅君 

• ７４才の誕生日を迎えました。今後も一層色々

な事に興味を持って取り組み、元気に生きてい

きます。            松葉 義之君 

• ６４才となりました。お祝いありがとうござい

ます。体調管理に気をつけて、あと９ヶ月頑張

ります。                      仲田 廣志君 

• ４８歳です!そろそろ健康に気をつかうように

します。                     玉木 潤一郎君 

• 夫人誕生ありがとうございます。 大塚 博巳君 

• ５４年まえのことで、すっかり忘れました。 

櫻井 龍太君 

• お陰様で結婚２５年、銀婚式を迎えることがで

き幸せです。                    赤堀 信夫君 

• ９月３０日の藤枝ＲＣゴルフコンペに出席しま

した。小西会員のおかげで、家族でおいしい夕

食ができました。残りのお金を「にこにこ」に

入れさせて頂きます。              畑 昇君 
• 台風１７号がビックなプレゼントをもたらしま

した。日曜日のＲＣゴルフコンペで久しぶりに

優勝いたしました。パートナー（杉山・竹田・

松葉さん）にサポートされた結果です。有難う

ございました。                 小西 啓一君 

スマイル累計金額   １１０，５８０円 

 

 

■ ロータリーの友紹介     櫻井 龍太君 

 １０月は職業奉

仕月間であると共

に、米山月間でもあ

ります。 
職業奉仕につい

ては、田中ＲＩ会長

のメッセージと、関連記事がＰ．５～１０に詳し

く解説してありますから、ご一読をお願いします。 
米山月間については、Ｐ．１１～１５に掲載し

てありますが、その末尾に資料がありますからご

覧ください。 
Ｐ．１６以降に、田中会長と片岡委員長との対

談があり、興味深く読ませて戴ました。 
縦書きのＰ．２２には、お隣の島田ＲＣの投稿

がありますからお知らせします。 

■３分間スピーチ             石割 郁子君      
今、病後の回復

に向けて誰もが

その気になれば

実践出来る「生き

がい療法」を心が

けています。 
 １．自分が自分 
 の主治医に  
・自分の病気のことをよく知り食事、運動で取

り組む 
２．今日一日に打ち込む 
・前向きな生活に打ち込むことは、免疫を活 

  発化する 
３．人のためになることを  
・簡単なことでもよいので、人のためになる

ことが生きがいを発見する 
４．不安・恐怖への対処法  
・不安はあっても今日しなければならないこ

とをすることで、不安の比重が下がり免疫

がアップする 
５．もしもの場合の準備だけはしておく  

・人は全て死ぬという自然界の大原則を「と

りあえず、いやいやながら」受け入れる 
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この５つの基本を習慣にすることを取り組んで

います。感謝の気持を持つことができます。～

努力より習慣～ 
 ※「生きがい療法でガンに克つ」 

伊丹仁朗著者：講談社から 

■ 会 員 卓 話                           

 
奉仕プロジェクト 
委員長 

鈴木 舜光君 
 

 

職業分類が「仏教」ですので、知ったかぶりをし

て、仏像の話をさせていただきます。 

お寺さんに行くと色々な仏像があります。本堂や

色々なお堂に数多く祀られています。 

仏像には「如来の部」「菩薩の部」「明王の部」

のおおよそ３つ位に分けられます。細かくいえば

もっとありますが・・・ 

＊如来の部の主なものに・・ 

釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来・大日如来等が

在ります 

①釈迦如来とは 

ご存じのとおり、仏教の開祖です。 

お釈迦様に関しては、３佛忌といって、誕生した

時を「降誕会」お悟りを開いた時を「成道会」亡

くなられた時を「涅槃会」と言います。 

「降誕会」とは、ルンビニの花園で、マーヤ夫人

から産まれ、７歩歩いて「天上天下唯我独尊」と

言われました。「宇宙広しと言えども、自分とい

うものは、自分しか居ない。自分より尊いものは

ない。自分の命は自分にしかない。だから、自分

の命は大切にしなさい。」という意味です。 

釈迦三尊という言葉があります。お釈迦様を中心

にして、左に「文殊菩薩」右に「普賢菩薩」です。

文殊様は、知恵の菩薩さま。 

普賢様は、慈悲の菩薩さまと言われています。脇

侍といいます。脇侍は、これだけでなく、弟子の

「迦葉尊者」と「阿難尊者」だったり、「観自在

菩薩」と「金剛蔵菩薩」だったりします。 

 

②阿弥陀如来とは 

ナンマンダブ、ナンマンダブ・・・これは、ナム

アミダブツと唱えています。 

南無とは、恭しく礼拝する。。と言う意味です。 

阿弥陀仏の本願は、自分の名前を唱えることによ

って、唱えたものは必ず浄土に行ける・・・極楽

往生ができると言う浄土教が広く民衆に広がった。 

でも、ただ名前を唱えるだけでは不十分で、それ

なりの功徳（善い行い）を積まなければならない。 

 

③薬師如来とは 

正式には、薬師瑠璃光如来と呼びます。病気を治

すのに御利益が在るとされており、現在でも多く

の信仰を集めている。 

両脇には、脇侍として、日光菩薩・月光菩薩を従

えている。 

脇侍の他に、十二神将という者達もいます。 

十二と言うと、干支を思い出す。他にも如来さま

はたくさんあります。 

＊菩薩の部の主なものに 

聖観世音菩薩・千手観音菩薩・文殊菩薩・弥勒菩

薩・・・ 

 

①聖観世音菩薩とは 

慈悲の心を持たれた仏様で、一般的に女性的なイ

メージがあります。観世音とは、衆生の救いを求

めている声をよく聞き取り、様々な姿になって現

れる御仏・・と言う意味です。 

「聖」とは「正」という意味です。 

様々な苦しみの時に、衆生が観世音菩薩の名を唱

えると、その声を聞いて、あらゆる苦しみから救

い出してくれると説かれています。 

阿弥陀三尊の脇侍として、勢至菩薩と共に祀られ

ています。 

 

②千手観音菩薩とは 

１、０００本の手と、その手に１眼（１つの眼）

を持って、１，０００個の眼を持った菩薩様です。 

正しくは「千手千眼観自在観世音菩薩」と言いま

す。この千の手と千の眼で、一切の衆生に手をさ
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しのべて救うと言われています。慈悲の働きが無

限であることを表しています。 

 

③文殊菩薩とは 

お釈迦様の脇侍として、獅子に乗ってお釈迦様の

左側に居て、象に乗った普賢菩薩と共に、釈迦三

尊として知られています。 

「三人寄れば文殊の知恵」という言葉も有名な様

に、知恵の徳を表しています。 

人間の知恵とは違い、大乗仏教の深い悟りの知恵

のことです。 

 

④弥勒菩薩とは  

お釈迦様が亡くなられた後、５６億７０００万年

たった遠い未来の仏様が誰もいなくなった世の中

に弥勒如来佛として現れて、衆生を救われたとさ

れています。 

 

＊明王の部の主なものに 

不動明王・う枢沙摩明王・・・ 

①不動明王とは 

悪魔を降伏させるために恐ろしい姿をして全ての

障害を打ち砕いて、おとなしく仏道に従わない者

を無理矢理にでも、導いて救済する役目を担って

いる。 

真言宗の教主「大日如来」の使者でです。恐い顔

や、炎、縄を持っているけれども、その心は、人々

を何とかして救おうとする厳しくも優しい慈悲に

満ちた明王さまです。 

 

②う枢沙摩明王とは 

特に有名なのはトイレの清めです。曹洞宗のお寺

には必ずこのう枢沙摩明王が祀られています。 

トイレは古くか「怨霊や悪魔」の出入り口と考え

る思想があったことから、現実的に不潔な場所で

あり、怨霊の侵入箇所でもあったトイレを、う枢

沙摩明王の炎の功徳によって清浄な場所に変える

という信仰が広まって今に伝わっている。だから、

トイレのことを、昔は「ご不浄」と言っていまし

た。 

また、下の病気や婦人科の病気からは、守ってく

れる。中々、子寶に恵まれない人を救うとも言わ

れていました。更に、相思相愛にまでも御利益が

あるとされていました。 

蛇足ですが、各宗派を開かれた人物を・・・ 

●真言宗⇒⇒空海（弘法大師）   

●浄土宗⇒⇒法然聖人 

●天台宗⇒⇒最澄（伝教大師）   

●浄土真宗⇒⇒親鸞聖人                               

●日蓮宗⇒⇒日蓮聖人                  

●曹洞宗⇒⇒道元禅師 

●臨済宗⇒⇒栄西禅師           

●法華宗⇒⇒天台宗の別名 

●時 宗⇒⇒一遍上人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／池谷君） 


