本日の行事予定 (2018 年 2 月 16 日)
第 3140 回例会
卓話担当：後藤亨君
演
題：「中高年の体調不良に対する
私流の改善法」
合併号
先々回の記録（例会）
第 3138 回 ’18 年 2 月 2 日（金）晴れ
≪平和と紛争予防・紛争解決月間≫
卓話担当：国際奉仕委員長 伊藤誠君
演
題：「平和な仏像」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 山本達彦君
会 員 総 数 66 名
1 月 12 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員 12 名
本日出席会員 54 名
MAKEUP 会 員
6名
本日の出席率 81.82％
訂 正 出 席 率 95.24％
超 過 出 席 佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充
利君、浅井彦治君、飯村理君、加藤隆朗君、杦田
勝彦君、寺田晏章君、山田勝弘君（第 10 回役員・
理事・委員長会議）、長田一郎君（あまＲＣ）

会長挨拶
佐藤敬治会長
こんにちは、相変わらず厳し
い寒さが続いていますが、皆さ
んお体に気をつけてお過ごし
ください。女性会員の皆さんか
らバレンタインデーのチョコ
レートをいただきました。ありがとうございます。
明日は、豆まきの節分会です。今日は、豆まき
のお話をいたします。
節分とは、「季節を分ける」つまり「季節の変
わり目」のことを言います。季節が移り変わる「節
目」を言い、「立春・立夏・立秋・立冬」とそれ
ぞれの前日を指すもので、1 年に四回あります。
その中でも、厳しい冬の季節を乗り越えた後の
「立春」は、1 年の始まりとして特に尊ばれ、旧
暦で年が改まる重要な日になっていたために、節

分と言えば、立春の前日をさすようになってきま
した。現在では、節分と言えば、立春（毎年 2 月
4 日頃）の前日である 2 月 3 日のみを意味するよ
うになってきました。
節分に豆まきをする由来についてお話しします
と、昔は、季節の分かれ目には邪気が入りやすい
とされ、中でも重要なのが「年の分かれ目」でし
た。旧暦では、立春の頃に新年の始まりである元
旦がやってきていたため、立春の前日の節分は、
大みそかにあたる 1 年の中でも最も大切な節目で
した。古代中国では、節分には、旧年の厄や災難
を払い清める儀式「追儺」(ついな・鬼の面をかぶっ
た人を弓矢で追い払う儀式）という行事が行われ
ていました。これが奈良時代に中国から日本に伝
わり、平安時代に宮中行事として取り入れられま
した。この宮中行事の「追儺」(ついな）と、邪気を
はらうために春夏秋冬の節分に行われていました
方違え（かたたがい）行事の「豆うち」という儀式が
合わさったものが「豆まき」の由来とされていま
す。そして現在のような「豆まき」の行事になる
のが室町時代で、庶民に広まったのは、江戸時代
のことです。
豆まきには、大豆が使われますが、古来より、
穀物や果実には「邪気をはらう霊力」があると考
えられていました。大豆も、五穀のひとつで穀霊
が宿るとされており、米に次いで神事に使われて
まいりました。ちなみに枡に入れるのは、「力が
増す」に通じて縁起が良いとされ、まき終えたら、
それぞれの年の数だけ食べて鬼退治は、終了です。
掛け声は「鬼は外・福は内」。豆は、炒った豆を
使います。節分は、旧年の災難を負って払い捨て
られるものですから、まいた豆から芽が出ては、
縁起が悪いため、必ず炒った豆を使います。
今年の恵方は笠寺観音にあたります。名古屋城
からみて鬼門の方角にあたる寺院を、名古屋の鎮
護として尾張四観音「笠寺観音(南南東)・甚目寺
観音(北北西)・荒子観音(西南西)・龍泉寺観音(東
北東)」として定めたそうです。その年の恵方に最
も近い観音様には、「尾張の恵方の観音様」とし
て、福を求める参拝者でにぎわいます。それぞれ
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のご家庭でも、豆まきをしていただいて、家へ福
を呼び込んでいただけますよう願っています。

幹事報告
猪飼充利幹事
① 本日例会終了後、2F にて 2
月度理事会を開催します。
役員・理事・委員長の方々
は出席をお願いします。
② 来週 2 月 9 日㈮は例会変更
となり、10 日㈯、西尾張分
区ＩＭが開催されますのでお間違えのないよ
うお願い致します。尚、二次会を「点(トモル)」
で行います。
本日、ロータリー日本財団、米山記念奨学会
への寄付者に対して確定申告用の領収書をお
渡ししました。
本日、国際奉仕・親睦活動委員会の合同委員
会が 18:30～「みやこ」で開催されます。
会場入り口に置いてあります、台北滬尾ＲＣ
等から贈られた記念品の展示は今週で終了し
ます。ご希望の方は、是非ともお持ち帰り下
さい。
本日、『ロータリーの友』2 月号と『抜萃の
つゞり その七十七』を配布しております。ま
た『ガバナー月信』2 月号を回覧しておりま
す。

長田一郎君、中村陽介君、幅辰雄君、矢田潔君、
山田公男君、余郷利彦君、吉田康裕君 女性会員
の皆様からバレンタインのチョコをいただきまし
た。

卓 話
≪平和と紛争予防・紛争解決月間≫
卓話担当：国際奉仕委員長 伊藤誠君
演
題：「平和な仏像」

今月は『平和と紛争予防・紛
争解決月間』ということで国際
奉仕委員長として卓話を担当
させていただくこととなりま
した。当クラブの国際平和フェ
③
ロー：水野真希さんに卓話をお
願いしようと思いましたが、残
念ながら 10 月にシリア、ヨルダン方面へ着任され
④
ることとなり、お願いできなくなってしまいまし
た。どうしようかと考えていた時に、ふとある本
⑤
に「平和な仏様」という言葉を目にしました。そ
こで、私が 20 歳代の頃に仏像が好きで見て回った
時の話を基に好きな仏像に無理やり「平和」とい
う言葉をこじつけてしまうこと
⑥
にしました。
私が仏像を好きになったきっ
かけは、中学の時の美術の副教本
に幾つかの仏像の写真が美術鑑
賞作品として取り上げられてい
ニコボックス報告 第 3138 回分
て、その写真を目にしたことです。
加藤隆朗ニコボックス委員長
その写真というのは、奈良の新薬
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会
師寺の十二神将の一つ「伐折羅大将」
長、猪飼充利幹事 ①伊藤誠
の写真でした。荒々しく激しい表情
君、本日の卓話よろしくお願
がとても力強くカッコよく見えまし
いします。
た。そして次に目を引いたのが奈良
岡本康義君 長女が結婚し
の東大寺法華堂（三月堂）内に納め
ました。
られていた「月光菩薩立像」（現在
浅井賢次君 ①体調不良で
は、東大寺ミュージアムに安置され
握手失礼、早退します。②今
ています）。この仏様のとても清ら
夜の委員会欠席します。
かで涼しい表情に心ひかれました。
伊藤誠君 本日卓話を担当します。ヨロシクお願
そして、最後に京都府浄瑠璃寺の
いします。
「吉祥天像」です。この仏像は、と
水野憲雄君 バレンタインデーの義理チョコあり
ても色鮮やかでこれまでの私の仏
がとう、おいしかった。
像のイメージを改めさせられる仏
伊藤祥文君 明日は節分です。是非神社へおこし
下さい。11：00、13：00、15：00 が豆まきです。 像でした。この三体の仏像が仏像に
対する興味を持つ（もっと色々観てみたい）きっ
水野憲雄君 岡本さんおめでとうございます。
山田勝弘君 伊藤宮司さんにお世話になりました。 かけになりました。
仏像（＝仏）には、位があります。よく 4 つに
伊藤雅昭君 ロータリーバッジを忘れました。
分けられます。まず一番上位に位置するのが「如
河西あつ子 その他。
来」（本来、仏とはこの「如来」を意味します）、
佐藤敬治君、伊藤哲朗君、浅井彦治君、飯村理君、
すでに悟りを開き、それぞれの理想の境地（仏の
生田達一君、伊藤幸蔵君、伊藤祥文君、稲川明俊
世界）に住んでいます。次に位置するのが「菩薩」、
君、加藤隆朗君、加藤則之君、後藤亨君、坂井裕
悟りの境地に到達するために衆生救済を実践し、
君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、鈴木吉男君、高木
輝和君、鶴見治貞君、寺島淳一君、寺田晏章君、 修行を積んでいる仏様です。なお、その力はすで
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に悟りの境地にほぼ達した力を持っているとのこ
とです。「観音菩薩」や「地蔵菩薩」等が現在も
広く深く信仰され代表的な「菩薩」となります。

菩薩

【十王とその本地仏】
法 要
初七日
二七日
三七日
四七日
五七日
六七日
七七日
百ヵ日
一年
三年
七年
十三年
三十三年

如来

第三位に位置するのは「明王」、こちらは理想
の境地に住まう「如来」が姿を変え、直接衆生救
済のために現れた仏様です。特に大日如来の化身
とされる「不動明王」などが代表的な仏様です。
そして最後に位置するのが「天部」、この仏様
は元々は仏教以外の神様であった神様が仏教に帰
依し、仏教の守り神となった仏様たちです。「仁
王像」とか「四天王像」などがその代表です。今
人気のある奈良の興福寺「阿修羅像」もこの天部
に属します。また、映画「男はつらいよ」で寅さ
んの名口調で有名になった「葛飾柴又の帝釈天」
と紹介される「帝釈天」などはその中でも一番力
の強い仏様で須弥山に住み「四天王」を差配して
います。その力（武力）は、釈迦をも凌ぐ力を持
っていると言われます。
そんな仏像の中で今日は「如来像」を中心にお
話をしますが、そんな「如来像」の中で、今は「菩
薩」でも 56 億 7 千万年後に「如来」になることが
決まっている仏様がいます。「弥勒菩薩」です。
56 億 7 千万年後には、「弥勒如来」となって下生
するのです。この仏様が現在の『末法の時代（仏
の教えだけが残り、修行が行われず勿論悟りの得
られない時代。自力では解脱できない。他力にす
がるしかない時代）』に終止符を打って衆生を救
済してくれる「平和な仏様」なのです。その代表
的な仏像が、京都太秦にある広隆寺「弥勒菩薩半
跏思惟像」です。この仏像は、日本の全ての国宝
の第一号と言われています。この仏像が心洗われ
る私の『平和な仏像』です。

本地仏
不動明王
釈迦如来
文殊菩薩
普賢菩薩
地蔵菩薩
弥勒菩薩
薬師如来
観音菩薩
勢至菩薩
阿弥陀如来
阿閦如来
大日如来
虚空蔵菩薩

誕生日祝福（2 月）
横井知代親睦活動委員長
余郷 利彦君（ 4日）
大河内勝彦君（ 4日）
吉田 康裕君（ 8日）
佐藤 敬治君（11日）
岡本 康義君（16日）
相羽あつ子君（19日） 浅井 賢次君（25日）
夫
人
佐藤敬治夫人（ 5 日） 遠山孝義夫人（11 日）
吉田康裕夫人（18 日） 余郷利彦夫人（23 日）
堀田力男夫人（25 日）

その他

伊藤哲朗副会長
山本達彦君の指揮
この財布はニコ
ＢＯＸのために
持っとるんだわ

【おもな宗派とその本尊（礼拝仏）】
宗派(開祖)
法相集(道昭)
華厳宗(良弁)
葎宗(鑑真)
天台宗(最澄)
真言宗(空海)
融通念仏宗(良忍)
浄土宗(法然)
浄土真宗(親鸞)
時宗(一遍)
日蓮宗(日蓮)
臨済宗(栄西)
曹洞宗(道元)

十 王
秦広王
初江王
宋帝王
五官王
閻魔王
変城王
太山王
平等王
都市王
五道転輪王
蓮上王
抜苦王
慈恩王

本尊あるいは礼拝仏
薬師如来
毘盧遮那如来
毘盧遮那如来
釈迦如来・阿弥陀如来など
大日如来
阿弥陀如来
阿弥陀如来
阿弥陀如来
阿弥陀如来
釈迦如来など
釈迦如来
釈迦如来

高木輝和君

例会終了後、ウール会館
2 階会議室にて、第 11
回役員・理事・委員長会
議が開催され、上期収支
計算書と新年初例会決
算が承認されました。
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先回の記録（例会）
第 3139 回 ’18 年 2 月 10 日(土)晴れ
≪西尾張分区ＩＭ≫
会場：名鉄ニューグランドホテル
【第 1 部】15：00 新入会員研修会
【第 2 部】16：10 式典、特別講演
講師：東京新聞・中日新聞
論説委員 長谷川幸洋氏
演題：「激動する世界
～日本の針路を考える」
【第 3 部】18：00～20：00 懇親会
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 竹本義明君（尾張中央ＲＣ）
会 員 総 数 66 名
1 月 19 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員 17 名
本日出席会員 66 名
MAKEUP 会 員
9名
本日の出席率 100％
訂 正 出 席 率 98.31％
超 過 出 席 佐藤敬治君、浅井彦治君、吉田康
裕君（第 29 回津島東高校インターアクトクラブ例
会）

新会員研修会

西村利夫ガバナー補佐は、ラオス・ビエンチャ
ン郡ポンスン村に、ライズリーＲＩ会長が提唱し
た植樹をしたとお話しされました（ロータリアン
が 1 人 1 本の植樹）。
神野重行ガバナーは、ＲＩテーマ「ロータリー
変化をもたらす」を受け、地区方針を「今日から
のロータリーを楽しもう」とし、奉仕を通じて人々
の人生に変化をもたらせることを願っていると話
されました。

続いて次年度の西尾張分区ガバナー補佐の和田
典之君（名古屋清須ＲＣ）の挨拶、そして西村ガ
バナー補佐より加藤定伸地区幹事へ寄付目録が贈
呈されました。
特別講演は、講師に東京
新聞・中日新聞論説委員の
長谷川幸洋氏が「激動する
世 界 ～ 日 本の 針 路を 考え
る」をテーマにお話をされ、
多くのロータリアンが共感
し、感動していました。

ＩＭ式典が始まる 1 時間前に、入会 3 年未満の
新会員研修会が開催され、津島ＲＣからは中村陽
介君と柴田伸彦君が出席しました。各クラブの会
員がバラバラになって 1 卓約 10 人のグループディ
スカッションをした後、グループ発表を行い、西
村ガバナーが総評としてお話をされました。

式典・特別講演

懇親会
懇親会は特別出席者の方以外は全自由席で、ビ
ュッフェ形式の和洋料理と様々なお酒が準備され、
好きなものを飲食したり、コンパニオンが運んで
すすめてくれたりしました。

2 月 10 日(土)名鉄ニューグランドホテルにて、
「10 年後・20 年後も輝こうロータリー」をテーマ
として、尾張中央ＲＣが 2017-18 年度西尾張分区
ＩＭを主催しました。
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地区インターアクト委員会
相羽あつ子地区インターアクト委員
1 月 28 日（日）、岡崎市の「愛知青年の家」に
て地区青少年奉仕委員会が開催され、地区委員会
の前には第 1 回インターアクトクラブ研修会が行
われました。津島ＲＣが提唱している津島東高校
ＩＡＣの部員と顧問も出席し、活発な意見交換が
されました。

いつもとは違う顔
ぶれで会話を楽し
みました。
次年度、よろしく
お願いしますわ

←発表の前に
みんなで考
え、工夫しな
がら資料作
り

こちら、いかが？
美味しいですよ

Photo by Aiba

アトラクション
は、ラテンジャズ
バンド
の演奏と、北名古
屋市で活動してい
るダンススタジオ
のキッ
ズダンサーのスペ
シャルショーが繰り広げられました。

マイクで話しているのは東高ＩＡＣ副会長

↑顧問の稲守先生がカメラを構えています

ロータリーニュース
2018-19 年度
バリー・ラシン RI 会長のビジョン

生き生きとした
キレのよいダン
スで、昨年はヨー
ロッパ世界大会
優勝。

今こそ、私たちは何者なのか、
どこに向かうべきなのかを理解
するときだと考えています。国
際ロータリーは莫大な力を持つ
複雑な組織ですが、分岐点に立
っており、広くロータリーの世
界に導きを求め、クラブとの関
係性を再構築するべきです。現在の会長、会長エ
レクト、会長ノミニーの方々は、ロータリーの文

カメラにおさめる
のが難しいほどの
動きでした。
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化を良い方向へと路線修正することでしょう。私
もそれに続きたいと思います。国際ロータリーと
ロータリークラブとの間に距離が生じてしまって
いるので、クラブの強化に重点を置くべきだと強
く感じています。そのためには、デジタルツール
を効率的に活用することも必要です。
昔からのクラブの中には時代との関連性が薄く
なってしまったところもあり、活力あふれる多様
な新しいロータリアンたちが、そういうコミュニ
ティにロータリー精神を吹きこむ必要があります。
クラブは私たちが資金を適切に活用し、新しい資
金源を獲得してくれるものと思っていますから、
その期待に今後も応えつづけなくてはなりません。
「シニアリーダー」と職員との関係は改善の余地
があり、相互に尊敬しあう文化を強化しなければ
なりません。
ロータリーの人道的奉仕は称賛すべきものです
が、ポリオ撲滅が実現した暁には大きな空白が生
じます。重点分野などにより、この隙間を埋める
必要があります。有益なパートナーシップを今後
も模索し、青少年プログラム、特にローターアク
トを育て、ロータリーへの移行を推進しなくては
なりません。若手職業人から成るローターアクト
クラブはロータリークラブへと進化を遂げるかも
しれません。ロータリーの世間でのイメージはま
だ薄く、世界中の家庭にロータリーの使命をいか
にして届けるか、検討する必要があります。ロー
タリークラブのすばらしい活動内容を知れば、誰
でも参加したいと思うものです。私たちの使命に
関心を寄せているあらゆる人々が参加できるよう
に、新しい会員種類を設置しなくてはなりません。
ロータリーが世間の注目をより一層集める中、世
界中でこれほど偉大な功績をあげている会員制組
織に参加し、支援したいと願う人はさらに増えて
いくことでしょう。
（8 月 8 日付）
【ロータリーデーを開催しよう】
変化をもたらし、市
民との結びつきを育み、
入会への関心を高め、
ロータリーのイメージ
向上を図るチャンスと
なるのが、ロータリー
デーです。世界 35,000
のロータリークラブ、
10,000 のローターアク
トクラブ、22,000 のインターアクトクラブが、地
元市民、友人、若い世代、他団体が参加できる行
事を開催したら、世界でどれほど大きな影響がも
たらされるか想像してください。ロータリークラ
ブ、ローターアクトクラブ、インターアクトクラ
ブが日々行っている活動を地域の人々に紹介する
ために、地元イベントとしていつでも開催できま
す。クラブと地域社会のつながりを築き、変化へ

の行動力を生み出すためにロータリーデーを実施
してみませんか。
【ロータリーデーのアイデア】
 イベントの一環として、地元の人々が参加でき
る奉仕プロジェクトを実施し、地域に貢献する
ロータリーの活動を直に体験してもらう。
 興味深い話のできる講演者、著名人、音楽家な
ど、一般の人々の関心を呼ぶゲストを招く。
 食べ物を提供する場合は、改まった食事会では
なく、セルフサービス式やビュッフェ式などシ
ンプルな方法にする。
 ロータリーの重点分野と関連する地元の問題
に焦点を当て、その取り組みへの参加を市民に
呼びかける。
 参加料や入場料を集める場合は金額を低く設
定する。地元企業にスポンサーとなってもらう
のも一案。
 家族で参加できるイベントにする。
 ネットワークを広げ、アイデアを交換し、行動
することを通じて地元地域や世界に貢献でき
る機会があることを入会候補者にアピールす
る。その際、ロータリーの専門用語や、ロータ
リーだけで通用するような行動は避ける。
 地元のロータリアン、ローターアクター、イン
ターアクター、ロータリー地域社会共同隊、地
元市民による人道的活動を表彰または紹介す
る。
 ロータリーの奉仕の理想を実践している地元
市民を表彰または紹介する。
 協力団体とイベントを共催し、ロータリーと協
力することで地域により大きな影響をもたら
せることをしめす。
 地元メディアをイベントに招き、報道してもら
う。
 参加者の連絡先を記録し、今後のクラブ行事に
も招く。
（12 月 19 日 My Rotary）
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