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達

永保
＜仏像の順位（尊格）＞
尊格という難しい言葉を使っていますが、

固紀

神が仏教に取り込まれた形が多いのが特徴です。
四番目は「天部（てんぶ）
」で、インドのバラ

「仏像に順位はあるのか？」という疑問に答え

モン教やヒンドゥー教の神が仏教に帰依して、

たものです。

仏教を守る「護法神」となったという考えで、

第一位は「如来（にょらい）
」です。お釈迦様
が真理を悟った状態が如来です。

信仰の対象になりました。
その他の仏像にも多くの種類があります。仏

「菩薩（ぼさつ）
」は、お釈迦様が如来になる

弟子（ぶつでし）は、お釈迦様の弟子たち。羅

前、悟りを得るために修行中の状態で、二番目

漢（らかん）は、菩薩になる少し前の修行中の

になります。お地蔵さんは、正式には地蔵菩薩。

僧侶。祖師（そし）は宗派を始めた僧侶。高僧

菩薩グループで結構、高い位なのです。

（こうそう）は徳のある偉い僧侶です。垂迹神

三番目は、
「明王（みょうおう）
」で大日如来

（すいしゃくしん）は、日本古来の神々が仏教

の命で、仏教に敵対するものを調伏する（やっ

と融合して（神仏習合と言います）
、仏教の神に

つける）仏です。古代インドの神話に登場する

なったものです。仏像の１つとして尊崇される

（とうとび、あがめること）ことが多くあります。

〇夷（えびす）－西宮神社（長野県）の神

〇如来－仏教で最上位のグループ

〇大黒天（だいこくてん）－比叡山の台所の神

・釈迦（しゃか）如来 ・阿弥陀（あみだ）如来

〇弁財天（べんざいてん）－竹生島・宝厳寺（滋

・薬師（やくし）如来 ・弥勒（みろく）如来
・毘廬遮那（ぶるしゃな）如来 ・大日（だいに
ち）如来

賀県）の女神
〇毘沙門天（びしゃもんてん）－鞍馬寺（京都）
、
鬼子母神の子、吉祥天の夫

〇菩薩

〇寿老人（じゅろうじん）－中国の人物の偶像

・弥勒（みろく）菩薩

・観世音（かんぜおん）

菩薩 ・文殊（もんじゅ）菩薩 ・普賢（ふげ

〇布袋（ほてい）和尚－中国の禅僧
〇福録寿（ふくろくじゅ）－中国の人物の偶像

ん）菩薩 ・地蔵（じぞう）菩薩 ・虚空蔵（こ
くうぞう）菩薩 ・勢至（せいし）菩薩
〇明王－忿怒の相と言って「怒っている怖い顔」
の仏像が多くあります。
・不動（ふどう）明王

・降三世（ごうざんぜ）

明王 ・軍茶利（ぐんだり）明王 ・大威徳（だ
いいとく）明王 ・金剛夜叉（こんごうやしゃ）
明王 ・愛染（あいぜん）明王 ・孔雀（くじ
ゃく）明王
※お一人だけ、穏やかなお顔の明王がいます。
〇天部－個性的で、美しい仏像がたくさん登場し
ます
・梵天（ぼんてん） ・帝釈天 ・金剛力士（こん
ごうりきし、仁天王、仁王） ・四天王（してん

昨日１０日は「スポーツの日」で、小学生の息

のう） ・十二神将（じゅうにしんしょう）

子の運動会に参加してきました。運動会はコロナ

・吉祥天（きちじょうてん） ・弁財天（べんざ

感染対策で、保護者は学年毎に時間を限定して入

いてん）

場することになっていて、指定された時間だけの

・八部衆（はちぶしゅう、阿修羅）

〇その他の仏像－日本古来の土着信仰が仏教と
融合して、神様が仏像になりました

参加でした。
息子は 40m 走が２位でしたが、「２位でも１位

・垂迹神（すいじゃくしん） ・高僧（こうそう）

の子も同じチームだから悔しくない」という言葉

祖師（そし） ・羅漢（らかん） ・仏弟子（ぶ

に、自分だけではなく仲間で結果を出すという意

つでし）

識があったことに驚きまして、子供の成長に気付
かされるところが多々あります。

＜七福神について＞

本日は皆様に「クラブフューチャービジョンの
アンケート」協力のお願いをしております。お手
元に配布しましたが、ページ数も多く、ボリュー
ムもありますが、今後のクラブのあり方を定義し
ていく重要なアンケートです。どのように回答す
れば良いか、悩ましい点もあるかと思いますが、
とにかく回答を集めて、今後の情報集会にて意見
を交わしたいと思っています。
アンケート用紙のＱＲコードを読み取って頂き、
スマホでも回答できるようになっております。

回答期限は、次回の夜間例会 10 月 25 日まで
とさせて頂きたく、宜しくお願い致します。
また今週末、１６日（日）は移動例会にて、

●永保 固紀会員
卓話の時間をいただいて！
●川合 貞義会員

「地区大会」がありますので、多くの皆様のご

結婚記念日祝、ありがとうございます。あまり

参加をお願い致します。

長くて結婚したのを忘れていました。妻がある

＜委員会報告＞
〇米山奨学委員会

（要約にて）

ことも忘れるところでした。一年に一回、確認

阿部委員長

するチャンスを与えて頂き、有難うございます。

先週の朱さんの卓話

●田所 毅会員

では、指導教官の香川

①結婚記念日祝、ありがとうございます。45 年経

先生にも来ていただい

過したと思いますが、元気で頑張っております。

て有難く思いました。

②永保さん、卓話よろしくお願いします。

朱さんの卓話内容は

●伊倉 正光会員

週報をご参考下さい。

①結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。

また本日から米山寄

②本日、お祝の会員皆様、おめでとうございます。

付金を集金させて頂き、

③永保会員の卓話、楽しみです。

14 名の方にご協力頂きました。できれば、未納の

●冣住 悦子会員

方も今月中に、ご協力をお願いしたいと思います。 ①会社創立記念日祝を戴き、ありがとうございます。
近隣国では、米山学友会も活発に活動していて

②永保さん、卓話楽しみにしています。

総会日程も決まっており、ご紹介させて頂きます。 ●竹田 繁会員
韓国：2022 年 11 月 26 日（土）17:00～ ソウル「パ
シフックホテル」

②結婚記念日祝の皆様、会社創立記念日祝の冣住

台湾：2022 年 12 月 10 日（土）18:00～ 台北市「典
華幸福機構」

さん、おめでとうございます。
●阿部 毅会員

タイ：2023 年 2 月 25 日（土）バンコク（準備中）
海外は円安で、ホテル等も高めになっておりま
すが、私もソウルの総会に参加を予定しています。
〇会員増強委員会

①永保さんの卓話、楽しみにしています。

横江委員長

前回、ゲストで来て

①永保会員の卓話、楽しみです。
②本日、結婚記念日と会社創立記念日お祝の皆様
おめでとうございます。
●櫻内 康裕会員
①お祝の皆さん、おめでとうございます。

頂いた候補者の奥岡さ

②卓話の永保会員、宜しくお願い致します。

んの会社へ次週、訪問

●田後 隆二会員

予定です。また今月の

結婚記念日祝、会社創立記念日祝の皆様、おめ

増強委員会は 10 月 24

でとうございます。結婚式シーズンですね。

日（月）18:30 より、

●阪西 貴子会員

「丸福」にて行います。

①10 月お祝の皆様、おめでとうございます。

ぜひご参加下さい。

②本日卓話の永保さん、どうぞ宜しくお願い致し
ます。
●諸隈 武会員
①お祝の皆様、おめでとうございます。

●小崎会長、大井幹事

②本日は早退致します。永保さん、ごめんなさい。

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。

本日のスマイル額

②永保会員、卓話楽しみにしています。

今年度の累計額

③明日、千曲川ＲＣを訪ねて参ります。

２２，０００円
２３２，０００円

＜１０月のお祝＞
１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①2025～26 年度ガバナー・ノミニー候補者提案に
関する告知
国際ロータリー細則の規定に基づき、最適任の
会員を 2022 年 12 月 1 日までに、ガバナー事
務所気付

地区指名委員会宛に郵送または持

参することを要請します。提案に際しましては、
必要書類の添付をお願い致します。
②2022～23 年度地区補助金

特別応募募集の要項

〇結婚記念日祝

について

追加募集の地区補助金の総額は 200 万円を予定。 ・甲斐 美利会員 １０月 ７日 ・小崎 直利会員 １０月１９日
支給の上限は 50 万円となります。詳細は要項

・佐々木敏尚会員 １０月 ８日 ・田所

をご確認下さい。提出期限：2022 年 11 月 1 日

・伊倉 正光会員 １０月１０日

～2023 年 1 月 31 日

・川合 貞義会員 １０月１４日

毅会員 １０月３０日

〇会社創立記念日祝
・冣住 悦子会員 1984 年 10 月 1 日
１０月１８日→１６日（日）移動例会「地区大会」
12:30～点鐘・式典「市民会館」
２５日「夜間例会」18:30 点鐘「敦煌」

最近は人出不足の
状態が続き、常に２
人程休んでいて、私

点 鐘

１２：３０

が現場に入らなけれ

会 場

中国名采「敦煌」

ばなりません。先日

斉 唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

母が倒れ、少し仕事

司 会

伊倉 正光 副ＳＡＡ

が大変になっていま

ソングリーダー 諸隈 武会員

す。私が例会に出席
する間、母に留守を
頼んでいたので、本日は早退させて頂きます。

会

員

増強の方は１人候補者がいるのですが、独立

出席（対象者１９名）

事前メイク者

２６名

２０名

０名

されたばかりで、入会されるかどうかは判りま

欠席者

本日の出席率

修正出席率

せんが、例会に来て頂いた時には、温かく迎え

２名

９０．９１％

(9/27)91.30％

て頂ければと思います。
（概要にて掲載）

●例会場 中国名采「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：諸隈 武 副委員長：豊岡
委員：川合 貞義、竹田
繁、黛
阿部
毅、早川 正彦

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

淳
裕治

