
 

 

本日の例会（第１４２２回）    ９／２２（水） 

◆スピーカー  会  員  服部    保君 

◆題    名 骨粗鬆症 

次回の例会（第１４２３回）    ９／２９（水） 

◆卓話紹介会員 尾関  正一君 

◆スピーカー  トヨタ自動車株式会社 

                社会貢献推進部 企画室 

                プロフェッショナル・パートナー 

                池上  博身様 

◆題    名 トヨタの森と生物多様性保全活動について 

第１４２１回例会記録 ９／１５（水）曇時々雨 

◆司    会 山田  浩二君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1419回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  14名中

出席会員数  32名  MAKE UP  11名

出 席 率  76.19％  出席率訂正  92.50％

会  長  挨  拶 

夏太りについて 

会  長  伊藤  晋一 

今年の夏は、全国至るところで過去

の記録を更新する猛暑日、真夏日が続

きましたが、夏バテや体調不良になら

れた方はみえませんでしょうか。 

さて、今日は夏太りについて少しお

話させて頂きます。 

夏場はどうしても冷たい飲み物や食べ物をついつい多く摂

りがちですが、これはすでに夏太りの原因だそうです。なぜな

ら、冷たいと常温のものと比べて、甘さを感じないからだそう

です。たとえば、コーヒーを例に挙げますと、ホットコーヒー

で3g、アイスコーヒーですと13gのガムシロップを入れて飲 

 

んだ場合、ほぼ同じ甘さだそうです。夏場の冷たいアイスクリ

ーム、かき氷など冷たいからこそ甘さを感じず、ついつい食べ

過ぎ、又、冷たい物を飲み過ぎて胃に負担がかかり、消化不良

を起こし体調不良となります。汗をかくと太らない。これは単

なる水分が出ているだけでカロリーを消耗していないのです。 

ではどうしたら良いかと言いますと、やはり 40℃の緑茶を

飲んだりするなどして、胃腸の働きを良くし、新陳代謝を良く

して、夏太りを防止して下さい。 

委 員 会 報 告 

・職場見学会のご案内 

（職業奉仕委員長    梅村美知容） 

卓  話 

古寺の建築 

会  員    木村  雅一 

古寺とはいうまでもなく古いお寺、

大昔に建ったお寺のことであります。

皆様が観光旅行にお出かけになるとき

に、古寺に参拝される機会は多いと思

いますので、お寺の建物が持っている

意味とか建築されるに至った、いきさ

つなどについて述べてみたいと思います。 

日本で最も古いお寺は法隆寺であります。このお寺は奈良県

生駒郡斑鳩（いかるが）の里に建っております。現在の正式の

名称は聖徳宗総本山法隆寺です。そこには世界最古の木造建築

の金堂が建っており、西暦１９９３年（平成５年）に日本で最

初にユネスコの世界遺産に登録された寺であります。法隆寺は、

聖徳太子が用明天皇の病気回復を願って造営したもので、西暦

６０７年（推古天皇１５）に完成しております。「日本書紀」

によりますと、その後西暦６７０年に全焼しておりますので、

現在の伽藍は７世紀末から８世紀初めの再建とされておりま

す。金堂の内部中央には南向きに釈迦如来像が祀られ、その東
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側には薬師如来像が、又釈迦如来の西側には阿弥陀如来像が祀

られております。法隆寺には金堂のほかに５５棟が国宝・重要

文化財に指定されております。仏像も国宝を含め６５０体が祀

られております。絵画・工芸品も玉虫厨子など日本美術史上重

要なものを多数収蔵されております。金堂の壁画は１９４９年

（昭和２４年）に火災で焼損しました。この翌年に、文化財保

護法が制定されました。 

法隆寺の金堂に安置されておりますのは釈迦如来を中心に

して薬師如来が東側に阿弥陀如来西側であります。薬師如来は

我々が生まれてくる前にいた所すなわち前世を司る如来であ

ります。その世界のことを浄瑠璃浄土又は浄瑠璃世界といいま

す。これは私たちがいま置かれているところ即ち釈迦如来が司

る現世の東方にあたります。薬師如来のことを、遣送仏といっ

て我々をこの世に送り出してくれる仏様です。薬師如来をご覧

になると左手に薬の壷を持ってみえます。現世に光を当て苦悩

を超えて進む者たちの為に薬を与えて現世に遣送してくれる

如来です。又釈迦如来の西側に祀られている阿弥陀如来は遣送

仏に対して来迎仏と言われます。現世を過ごされた方を阿弥陀

如来は勢至菩薩と観音菩薩を従へ迎えにきて西方浄土の極楽

へと導いてくれます。 

巨大な法隆寺と対照的に京都府相楽郡加茂町字西小に西暦

１０４７年建立の真言律宗浄瑠璃寺という古寺があります。お

参りにいっていただくと、前世の浄瑠璃世界から現世を経て来

世の極楽浄土への道が分かります。このお寺で有名なのは本堂

に九体の阿弥陀如来像（国宝）が本尊として祀られております。

何故九体もの阿弥陀如来が祀ってあるかと申しますと、九体の

阿弥陀仏は三体ずつ一組になっております上品の組、中品の組、

下品の組の三組に分かれております。上品中品下品はさらに上

の上中下、中の上中下、下の上中下、に分かれております。現

世で行いの良かった人も悪かった人も、全ての人がこの関門を

通ることが出来るということです。 

浄瑠璃寺で阿弥陀如来像が祀られている本堂は東向きに建

っております。本堂の前庭には大きな蓮池があり、その池の東

に三重の塔（国宝）がありその中に薬師如来像（重文）が西を

向いて祀られております。法隆寺では金堂というひとつの建物

の中に祀られているのと違い浄瑠璃寺は境内全体で前世の浄

瑠璃世界から現世の蓮池を通り来世の極楽浄土への道順を説

明してくれております。非常に正確に建物の配置がされており

お彼岸には薬師如来像が祀ってある三重塔の後の真東から太

陽が昇り九体の阿弥陀如来の中尊の後の真西に沈む太陽の軌

道に従って建築されております。私たちは極楽浄土に向かって

池の辺りを邁進しております。皆様も是非健康で快適にあまり

急がずに長生きをしてください。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

土屋  利行君 

体調がすぐれず永い事例会を欠席しました。 

木村  雅一君 

卓話をさせていただきます。 

岩田  満治君 

今月度ゴルフ友の会優勝させていただきました。 

梅村美知容さん 

10月 6日酒蔵に行きます。皆さん参加お願いします。 

阿部  美男君 

火事見舞ありがとうございました。 

古川  康司君 

西脇多吉さん、御世話になりまして、ありがとうございました。 

【木村会員の卓話楽しみにしています。】 

伊藤  晋一君 尾関  正一君 山田  浩二君 北村紀子さん 

藤原  研一君 横井    登君 横井  尚啓君 服部    保君 

尾關實津成君 西脇  多吉君 西脇  良一君 星川  直志君 

石黒    勉君 堀  美喜雄君 梅田    渉君 加藤あつこさん 

松岡  三明君

小關  敏光君

加藤  昌之君 

足立陽一郎君 

横田  徳久君 

 

柘植  勝介君 

 

 

ガバナー月信を登録しましょう！ 

2010-2011 年度ガバナー月信 個人配信登録方法 

第 2760 地区ホームページより随時受付中！ 

〈ホームページアドレス〉http://www.rotary2760.org 

① 第 2760 地区ホームページを開き、左メニューのガバナー月 

信をクリックします。 

② メルマガ登録という部分に、自分のメールアドレスを入力

後、送信して登録完了です。 

ご登録された方には、月初めに月信のリンクされたメールが送

信されます。 

ダウンロードの方法は URL をクリックするだけで自動的に

PDF データが入手されます。 

前年度 登録された方は、再登録の必要はありません 

■登録方法 

下記登録フォームにメールアドレスを入力し、「送信ボタンを

クリックして頂く事でメールマガジンに登録されます。 

  


