
最前線

【第18話】ネクタイをゆるめて読める話続・よもやまばなし

お取引先、お知り合いの事業所で、入会されて
いない方がおられましたら、ぜひご紹介ください。

豊田商工会議所 新規会員さんのご
紹介
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豊田市アーバングリーン協会
美容室 おれんじ・はーと
フォレスト鍼灸接骨院
（有）オートステップ

総務企画部　TEL 0565－32－4568

入会拡大キャンペーン実施中

お問合せ

■8月22日の常議員会で承認された方 （々部会順・敬称略）

うちわを片手に
（クールビズ実施

中につき）

代表取締役のキモチ
～ 健康な心と体で豊かな人生を ～

仏教の伝来 ～鳩摩羅什と玄奘三蔵～
西遊記 三蔵法師のモデル「玄奘三蔵」

都、西安（シーアン・長安）で、膨大な経典を漢訳した
二人の僧侶のお話し。鳩摩羅什（くまらじゅう：クー

マラ・ジーヴァ）と玄奘三蔵（げんじょうさんぞう）。この
二人は年代は全く違うが共に「言葉と精神を永遠のものと
する」ため、唐の時代、国際都市だった長安を目指した。

時代のシルクロード、その典型的な人物として
鳩摩羅什がいる。我々が最もよく唱えている「妙法

蓮華経天」が鳩摩羅什によって訳されたと聞けば、お分かり
頂けるのでは。彼の宗教家としての名声は西域ばかり
でなく、中国にまで及び、彼を手に入れようと、戦争まで
起こったほど。鳩摩羅什の妙法蓮華経天の漢訳があまり
にも美しかったため、中国中に仏教を根付かせることと
なった。413年4月13日、長安の長安大寺で没す。享年
７０歳。

にご紹介するのは玄奘三蔵。彼をモデルにした
小説「西遊記」に登場する「三蔵法師」は余りにも

有名。夏目雅子扮する御師匠様役三蔵法師と史実上の
「玄奘三蔵」とは、似ても似つかぬ、厳つい和尚さんだった
なんて…。

奘三蔵は、自らが学んだ仏教が曖昧で矛盾を多く
含んでおり、天竺（インド）に向かい原典を戴いて

来ることを決意。６３３年、彼は国禁を犯し無断で国外に
出た。長安から北西に進路を取り、国境を越え天山山脈の
北側を回るルートで「高昌国」に渡った。彼はこの国王に
大歓迎され、何が何でもこの地に留まって欲しいとまで
言われたが、自分は是非とも仏教の原典を中国に持ち帰ら
なければならないと願うと、王は彼に多額の資金と多数の

従者・馬を援助した。
者の9割が命を落とす大変な旅であったが、天山
山脈では猛吹雪の中を、彼は一心不乱に『観自在

菩薩・行深般若波羅蜜多時... .』と般若心経を唱え続け
進み、インドへ渡る。インドのナーランダ大学にて学び、
また各地の仏跡を巡拝。その後645年、馬22頭分の
教典、74部、1,338巻を持ち帰った。彼は帰国後、持ち
帰った経典の翻訳のため、その後の人生に心血を注ぎ、
猛烈な勉学と修行を重ね、翻訳に打ち込んだ。その玄奘
三蔵も麟徳元年（664年）2月5日に亡くなった。

大な僧侶達の功績は遠く異国の地にまで影響を
及ぼし、多くの人達の心の支えとなる仏教の経典を

波及させた。時代背景を考えると日本では「大化の改新」
の頃、およそ13５0年ほど昔。と、言っても到底その
当時の苦労など思い浮かぶものではないが、現在ほど
文明、交通、インフラ等が整備されていない時代で、不便
極まりなく、ほとんどが人海戦術であったという事実を
思い浮かべれば、いかにその功績が偉業であったかが、
うなずける。 南無♪～…
では最後に

　今から26年前の昭和61年、スイミングスクールの指導員派遣の
会社を設立し、平成元年にかねてより夫の夢であったスイミング
スクールを三好でスタートしました。水泳を通して豊かな人生・
体・心を育むことを目指し、お年寄りや障害者の方向けの健康や
リハビリを目的としたコースも展開しています。
　また平成18年には女性だけの
30分健康体操教室“カーブス
豊田緑ヶ丘”をオープンしました。
健康志向の高まりを受けて
現在約390名のお客様が自分の
ペースで、自身の健康づくりに
励んでいます。

（有）シオヤキャッスルについて教えてください。

店　名
住　所
ＴＥＬ
営業時間

定休日
駐車場

カーブス豊田緑ヶ丘
豊田市緑ヶ丘1ー6ー1
0565ー24ー0778
月～金 10：00～13：00
　　　 15：00～19：00
　土　 10：00～13：00
日曜・祝祭日
20台

店　名
住　所
ＴＥＬ
営業時間
定休日
駐車場

三好スイミングアカデミー

みよし市三好町天王26ー3

0561ー32ー3200

9：30～22：00

日曜・祝祭日

120台

　お客様もスタッフも全員女性という安心感と、1日30分好きな
時間に行ける気軽さがカーブスの大きな特徴です。忙しい主婦の
方でも短い時間で効率よく成果を出せる独自のメニューで無理なく
続けることができます。
　豊田緑ヶ丘のお客様は50～
60代の奥様が最も多く、いつ
までも自分らしく、美しく、健康で
ありたいと願う女性を４名の
元気なスタッフが様々な角度
からサポートしています。皆様の
お越しをお待ちしております。

カーブスの特徴は何ですか？

　スタッフ全員が今いるお客様を何よりも大切にしているからか
もしれませんね。私たちは自分の体と向き合う時間や健康的な生
活を送る喜びをお客様に提供しています。お客様に長く続けても
らい、より効果を感じていただくために、お客様とのコミュニケー
ション、店舗の雰囲気づくりに
気を配っています。毎年お客
様とスタッフでそれぞれ掲げ
た目標を見えるところに展示し
ていますが、目標に向かって努
力し続ける姿勢が女性をより
いきいきとさせています。

皆様いきいきとした表情で運動されていますね。

　将来的には予防医学に基づく
「病気を予防するための運動」をもっと
広めていきたいと考えています。予防
医学とは病気にならないよう予防する
ことを言い、病気になってから治すと
いう治療医学よりも前向きな健康
へのアプローチ方法です。
　命に関わるような重大な病気、
ちょっとした体の不調を未然に防ぎ、
身体的にも精神的にも健康で健や
かな生活を送る、そんなスクールを
作りたいですね。

今後の夢を教えてください。
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お気軽に

お問合せく
ださい。
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◎観世音菩薩 … 鳩摩羅什 漢訳
◎観自在菩薩 … 玄奘三蔵 漢訳
観音様は溺れている者を自在に助けることができるが、
自力で何とかなるのに助けてくれと叫ぶ者には「ガン
バレ」と励まし、自力ではどうにもならなくなった者には
手をさしのべて助けてくれるということを説いた。
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サービス業第18 回

代表取締役 塩谷 泰羊
しお　や　　やす　よ

音楽に合わせてサークルを2周音楽に合わせてサークルを2周

お客様が持ち寄った作品を展示したアットホームな店内お客様が持ち寄った作品を展示したアットホームな店内

スタッフがひとりひとりの
お客様を親身にサポート
スタッフがひとりひとりの
お客様を親身にサポート
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