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四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

本日の例会

前回の例会

2020 年 10 月 16 日(金)第 1893 回

2020 年 10 月 23 日(金)第 1894 回
卓 話 「 堺と鉄砲 」

時間

卓話者 堺市文化財課 非常勤職員
いたに

井溪 明 様
紹介者

卓 話 「バラモン教と仏教の起源」
卓話者
今週の歌

「 四つのテスト 」
「 堺北ＲＣの歌 」
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今週の歌

那須 宗弘 会員

「 故郷（ふるさと） 」

「 日も風も星も 」

お客様の紹介・出席報告・

「 ちいさい秋みつけた 」

会長の時間・委員会報告・

お客様の紹介・出席報告・

幹事報告・ＳＡＡ報告

会長の時間・委員会報告・

〇皆出席表彰（１０月度）
堀畑好秀会員（第４０回）

幹事報告・ＳＡＡ報告

國井 豊 会員（第３４回）

〇ロータリー財団表彰

木畑 清 会員（第６回）

三上尚嘉会員･･･ポール ハリス フェロー③
＜10 月 16 日(金)の出席報告＞
会員数
30 名
出席会員
20 名
欠席会員
10 名
ゲスト
0名
ビジター
0名

今週の歌「ちいさい秋みつけた」
誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
めかくし鬼さん 手のなる方へ

次回の例会

すましたお耳に かすかにしみた

2020 年 10 月 30 日(金)第 1895 回

よんでる口笛 もずの声

卓 話 「 2 代目の悲劇と野望
」
時間

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた

卓話者

畑中 一辰 会員

2020-21 年度 国際ロータリーのテーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」
国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ）
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に生まれてしまうと死ぬまでその境涯から逃れ
ることができないという苛酷なものでした。バラ

卓 話
「バラモン教と仏教の起源」
那須 宗弘 会員

を少し話したいと思います。
大乗仏教ではこの世の善行によ

モン教を熱心に信仰し、徳を積むことで次の人生
では上位の境涯に生まれ変われるという希望は
ありましたが最下位のスードラにはそれさえな
くスードラは永遠にスードラのままでした。悲し
く辛いものですね。
こうしたバラモン社会に疑問を抱き、社会の底
辺の人たちを救済するために新しい宗教哲学を
創始したのがお釈迦様だったのです。それでは次
に仏教とバラモン教はどう違うのかを話したい
と思います。

ってより良い世界に行けと言う救いの思想「六道
輪廻」があります。

仏教ではバラモン教にはない輪廻界の上に輪
廻から解説した如来や菩薩の住む「仏界」があり

バラモン教にも「五道」という輪廻思想があり初
期の仏教ではこれを踏襲していた形跡がありま

ます。そしてその下にある「六道輪廻界」は善趣
と悪趣に分かれています。

した。大乗仏教ではひとつ増えて六種類になった
と言われています。
仏教とバラモン教における輪廻思想の違い「六
道輪廻」が成立した経緯を少し話したいと思いま
す。
バラモン教の特色は根幹に輪廻思想があること

善趣とは「天」
「人」
「修羅道」悪趣とは「畜生」
「餓鬼」
「地獄」です。つまりバラモン教では輪廻
界のなかでは生れ変れるだけだったものが、大乗
仏教の輪廻思想では、六道輪廻を解脱すれば仏界
という光にあふれた悟りの世界にはいることが
できるのです。

と、カースト制度が確立していたことでした。古
代の人たちは素朴な発想から人間は肉体と霊魂
でできているという、二元論を信じていました。
物質である肉体は滅びるが物質ではない霊魂は
永遠に不滅で次の生を求めてさまようものと考
えたのです。肉体は大地に還り霊魂は天界に昇る
としたのと同時にその人の生前の行いによって
霊位が上下し次に宿るべき肉体が決まると信じ

仏教では輪廻の「立趣」が「六道」になってい
る点がバラモン教と違います。
大乗仏教では「修羅道」が加えられて六道になっ
たのですが「修羅道」とは何でしょうか？
「修羅道」をおさめるのは、ゾロアスター教の最
高神、アフラ・マズダー（阿修羅）であるといわ
れています。したがってこれはアフラ・マズダー
の率いる悪鬼・夜叉の衆といったところでしょう。

ていた様です。
これが輪廻という考えかたの基本です。

ゾロアスター教はイラン高原で三〇〇〇年以上
前に成立した古い宗教です。

バラモン教は輪廻思想をもとに生前のその人
の信仰によって決まる霊位、つまり次に生れ変る
「天界」
「人間」
「畜生」
「餓鬼」
「地獄」の五種類
としました。バラモン教の「五趣」
あるいは「五道」といった考え方です。
ところがバラモン教の下では、この死後に関わる
「五趣」の思想を現世の社会階級にまではめてい
きました。
天上の神々の下にバラモン（可祭階級）
、クシャト
リア（王族、武士階級）
、バイシャ（庶民階級）
、

なぜその最高神が六道に加えられたのでしょう。
残念ながら中央アジアの古代宗教の文物は7 世紀

スードラ（奴隷階級）という四つのカーストが制
度化されたのです。そしていったんそのカースト

る学者もいるようです。
話がさかのぼりますが少しお釈迦様のことを、

インドで仏教が生まれる以前
に勢力を誇っていたのがバラモ
ン教です。その基本思想を知っ
ておくとお釈迦様の気持ちが理
解できると思いますのでこの事
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に成立したイスラムによって徹底的に破壊され
ミッシングリング（失われた輪）になってしまい、
大乗仏教も未解決の部分が多くあります。おそら
く仏教がゾロアスター教の聖地であるアフガン
地域にひろまることでゾロマスター教と仏教が
対立する時期があり、そのためにアフラ・マズダ
ーを悪の象徴として人間界の下位に位置付けて、
「六道輪廻」が成立したのではないかと考えてい

お話させていただきます。
西暦前 5 世紀頃、ブッダとなって仏教団を誕生

導教諭が評価する大学（全国 1 位）です。また総
論文数5,592 件この数字は大学の研究力を測る重

させたがガウタマ・ジッダールはインドのガンジ
ス河中流域でその思想を広めました。現代に生き
る私たちは、ガウマン・ジッダールのことを「お
釈迦様」
「釈迦牟尼世尊（釈尊）
」などいろいろな
名前で呼び親しんでいます。しかしその脇を固め
た「ブッダのお弟子さん」つまり仏弟子たちにつ
いてはどうでしょうか？名前は聞いた事がある
けれど、どんな人かはあまり知らないという方も
多いのではないでしょうか？また弟子たちは初
めから仏教徒だったわけではなく社会的立場も

要な指標の一つ。これを見ただけでどれだけ、近
大におれば、最新技術に触れる事が出来るか、と
言う事です。
これだけでは、大学の実績がわかりませんので、
就職の実績で見ますと現在では大企業への就職
率は、関西大学の方が上のようですが、近畿大学
も負けじと、人気企業でも、関西大学の就職実績
を上回る企業も有ります。
一昔前ではありえませんでした。今後、いまの勢
いでは、近畿大学が伸びて行き、関西大学を抜く

さまざまで、なかには異教徒の聖職者もいたとい
います。釈迦の活動を支え、教えをつないだ弟子

日がやってくる可能性が有ります。
勿論、現在では、大企業への就職が必ずしも良

たちのすがたは仏教典の中に物語となって伝え
られています。

いとは申しませんが、個人の頑張り次第では、十
年後大企業へ就職するなら近畿大学が一番と言

釈尊を支えた10 人の直弟子いわゆる
「十大弟子」
や釈尊の涅槃の時に後を任されたいといわれる
16 人の高弟「十六羅漢」をはじめとする出家者、
そして在家信者となった神や人、それぞれの個性
や生活の一端に着目しインド周辺の地域、東南ア
ジアに受け継がれた絵画や彫刻そして仏教教典

われる日が来るかもです。
有難う御座いました。

等々さわやかな秋の一日を美術館巡り、秋の夜長
には読書にと費やされてはいかでしょうか？
ご清聴誠に有難うございました。

委員会報告
社会奉仕委員会
「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」
社会奉仕委員長 池永 隆昭
10 月度「ダメ ゼッタイ」募金を行

会長の時間

いました。

会長 山中 喜八郎

募金金額は、１1，７００円でした。 皆
様のご協力に感謝いたします。

まず、吃驚しました。近畿大学と
は凄い大学ですね。
当クラブでは、確か坂田兼則さん
と辰 正博さんがそうであったと

ロータリー財団委員会
【地区 ポリオ根絶及び新型コロナウィルス

覚えています。
応募者数がなんと 15 万人（当然全

感染終息祈願法会】のお知らせ
ロータリー財団委員長 國井 豊

国 1 位）英国の THE 世界ランキング 2017 年度（日
本の私立大学で 800 位以内に入っているのは、早

国際ロータリー第 2640 地区（大阪

稲田・慶應・近大 3 大学のみでした。
）又、学生数
が 31,599 人（全国で 4 位）民間企業からの受諾

南部・和歌山）では 2020 年 10 月 24

研究が 275 件（全国 2 位）
、又すごいのは研究費
受け入れ額 34,665,200 円（全国 3 位）受諾研究

り、祈りの聖地である高野山の金堂

費が103,597,049 円何とオープンキャンパス参加
者数が 50,750 人なので当然全国高等学校進路指

オ根絶と新型コロナ終息の祈願法会≫を行うにあ

日（世界ポリオデー）に世界遺産であ
（本尊：薬師如来）において、≪ポリ
たり、協力の依頼があり、当クラブも賛同し、クラ
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ブロータリー財団予算より
＠1,000 円×30 名＝30,000 円を寄付いたしました。

中田 学会員 那須会員、今日の卓話チョット難
しいですね。
地獄からの生還の話も。
畑中一辰会員 お祝の品を頂きまして、誠にあり
がとうございます。
合計２２，０００円

（1,000 円の内訳は祈祷料 500 円、ポリオ寄付 500
円となります。）
また、その祈願法会の様子を 2020 年 10 月 24 日午
前 11 時より Facebook
アカウント名 「END POLIO NOW RotaryD2640」

◆米山特別寄付･･･米澤邦明会員・嶽盛和三会員
◆ロータリー財団寄付･･･嶽盛和三会員

URL： https://www.facebook.com/year.2020.21
でライブ配信されます。是非ライブ中継をご視聴頂
き、宗旨宗派を越えて共に祈りを捧げて頂ければ幸
いです、と藤井ガバナーよりメッセージがありまし

幹事報告

た。(感染予防の観点から現地への参加は関係者の

（１）配布物
・週報

み人数制限を行なっております)
また、後日 YouTube でも動画配信して一般からの募

・卓話資料

金を募り、ローターアクターやインターアクターも

（２）今年度「子ども囲碁フェスタ・堺」中止に
となり第 9 回参加の 5 年生（8 名+清心寮）へ
プレゼントを贈りました！
この大会は小学生を対象にしているため、昨年
5 年生で参加してくださったお子様が、6 年生
となり、今年こそは！と心待ちにしてくれてい
たのでは・・・と、お詫び方々、今後も囲碁に
触れていただけますよう、日本棋院 山田規三
生九段が選びましたプレゼントを 10 月 13 日に
郵送いたしました。
来年からまた大会を継続し、子どもたちに日本
の伝統文化である「囲碁」に楽しく触れる機会
をつくっていきたいので、保護者の皆様にも今
後も大会へのご協力をお願いしました。

金堂周辺でポリオ啓蒙チラシと感染予防マスクを
配布し、募金を呼びかけるようです。

ＳＡＡ報告
奥野圭作会員 那須さん今日は有難うございま
す。

例会風景

那須宗弘会員 上手に卓話できませんが、宜しく
御寛容の程お願いします。
北側一雄会員 那須さん、お元気になって良かっ
た！！
城岡陽志会員 明日から故郷に帰りますが、故郷
の友達は、コロナ禍でも大阪から
の私を歓迎してくれます。ありが
たい。
永富久紀会員 写真いただきまして。
嶽盛和三会員 12 日、8 ヶ月振りに銀座に行って
来ました。
那須さん卓話よろしく。

10 月皆出席表彰 表彰者を代表して
堀畑好秀会員（第４０回）
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