現在は、１月１日から３日までを三が日、１月７日まで
を松の内と呼び、この期間を「正月」と言っています。
また、１月２０日までを正月とする地域もあります。お
正月前に、門松や鏡餅を飾ったりするのは、すべて歳神
様を歓迎するために行う準備です。

第１９９９回例会
２０１９年１月７日（月）第２０回
●点
鐘 会長 山北 秀和君
●斉
唱 「君が代」「四つのテスト」
●例会行事 新年例会
春日丘高校ＩＡＣ例会訪問報告
新入会員卓話
石原 慎一君 加藤 吉克君
●司
会 石原 慎一ＳＡＡ委員
会長挨拶
名古屋空港ロータリークラブ会長 山北 秀和君

私たちの祖先は「全てのモノには命があり、意味がある」
という「アニミズム」を信仰していました。
そのため、作物の生命と人間の生命は１つのものである
と考えていたわけです。故に、人間が死ぬとその魂は別
の世界に行き、ある一定の期間が過ぎると「祖霊」とい
う大きな集団になり、「ご先祖様」になると信じられて
いたのです。
この祖霊が春になると「田の神」になり、秋が終わると
山へ帰り「山の神」に、そして正月には「歳神」になっ
て子孫の繁栄を見守るのだと言われています。
正月は、日本の行事の中で最も古くから存在するもので
あるといわれています。
しかし、その起源の詳細は不明のままです。仏教が伝来
した６世紀半ば以前より、正月は存在していたというの
が有力な一節です。

皆さんあけましておめでとうございます。平成最後の新
年となります。

「お盆」の半年後にやってくる正月は、本来はお盆と同
じように「先祖をお祀りする行事」でした。

本年もよろしくお願いいたします。
本日は、お正月について少しお話させていただきます。
お正月とは、本来、歳神様をお迎えする行事であり、１
月の別名です。
歳神様とは１年の一番初めにやってきて、
その年の作物が豊かに実るように、家族が元気で暮らせ
るようにと約束をしてくれる、素敵な神様です。

しかし、仏教が浸透していくにつれ、その影響が強くな
り、お盆は仏教行事と融合して先祖供養の行事へ、正月
は歳神を迎えてその年の豊作を祈る「神祭り」へと区別
されるようになったと考えられています。
現在のようなお正月の行事である門松や鏡餅などが浸透
したのは、江戸時代に入り庶民にも手軽に物品が手に入
るようになってからというのが有力と言われています。
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お正月を迎える前には、大掃除をし、門松やしめ飾り、
鏡餅の準備をするのが一般的です。
１年の最後の日を大晦日といい、おせち料理の準備など
をして過ごし、夜には除夜の鐘が鳴らされ、年越しそば
を食べながら新年を迎えます。
元日の朝には、前日に準備したおせち料理や、お雑煮を
食べ、寺や神社に初詣に行って新年の健康と幸福を祈る
方が多いです。年賀状を見ることや、お年玉をもらうこ
とも子供たちにとっては正月の楽しみの一つですね。
このように、お正月の行事はお正月前から始まっていま
す。
お正月前に年神様を迎える準備に時間をかけ、新年は健
康と幸福を祈り、家族で静かに過ごすのが一般的なお正
月の過ごし方です。
最近では、上記で述べた一般的なお正月を過ごしている
方はだんだん少なくなっている傾向にあるようです。
おせちを食べずに、24 時間無休の飲食店やファミレス
などの増加により、外食する家庭が増えてきました。ま
た、デートとして初詣は恋人と一緒に行くという人も増
えました。子供たちが遊ぶ空地や公園が少なくなった影
響で、
子供たちがお正月でする遊びもだんだんと変わり、
凧揚げや羽根つきなどもしなくなりました。長期休みに
なるため、海外旅行に行ったり、新年を温泉のあるホテ
ルで優雅に過ごされる方もいらっしゃいます。このよう
に、昔と比べて最近では、お正月での過ごし方は多様化
してきています。
改めましてあと半年名古屋空港ロータリークラブの会長
職を務めてまいります。 ご協力よろしくお願いいたし
ます。
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●出席報告 （加藤 吉克委員）
本日の例会
会員数
51
出席率
76.47％
出
出席義務者 26 欠
出席義務者
8
席
出席免除者 15 席
出席免除者
2
者
出席者計
41 者
欠席者計
10
前々回例会（12 月 10 日）
会員数
51
出席率
100％
出
出席義務者 34 欠
出席義務者
0
席
出席免除者 17 席
出席免除者
0
者
出席者計
51 者
欠席者計
6

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員）
新年明けましておめでとうございます。
本年も皆様に良
い年となる事を祈念いたします。
山北 秀和 君
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願
いします。
安川 正勝 君
誕生日を祝って頂いて。
柴田 弘
君
結婚記念日を祝って頂いてありがとう。
鈴木 恵一 君
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願
い致します。
山田 幹雄 君
誕生日を祝って頂いて！
市川 孝
君
明けましておめでとうございます。
中島 俊朗 君
明けましておめでとうございます！！
武田 英昭 君
明けましておめでとうございます。
串田 正克 君
本年もよろしくお願いします。
波多野 真 君
本年もよろしくお願いします。
照井 通夫 君
明けましておめでとうございます。
栗田 和典 君
明けましておめでとうございます。
原田 好展 君
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願
いします。
稲熊 正徳 君
めでたさや古稀も過ぎればいとわびし。
國田武二郎 君
誕生日を祝って頂き有難うございます。
稲吉 將秀 君
アテンダンス表彰ありがとうございます。
入谷 宏典 君
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願
いします。
伊東 由之 君
アテンダンスを祝って頂き有難うございます。
杉本 敦永 君
あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い
致します。
阿萬 裕子 君
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願
い致します。
田中 秀典 君
新年明けましておめでとうございます。
早川 正倫 君
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誕生日を祝って頂き有難うございます。
伊藤 康司 君
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願
い申し上げます。
加藤 吉克 君

今日も元気で！
石川 良治 君
内海 辰巳 君
三治 明
君
竹尾 悟
君
堀塲 竜司 君
山内 佳紀 君

石原
川口
柴田
中林
真城

慎一
直也
和宏
正人
壮司

君
君
君
君
君

井上 政秋
北園 守生
高山 光雄
波多野勝美
安江 寛二

君
君
君
君
君

石原 慎一君

御協力ありがとうございました。
本日の協力
本年度の協力累計

４０名

８０，０００円
９８７，０００円

加藤 吉克君

第７回理事役員会議事録

田中 秀典青少年奉仕委員長
「春日丘高校ＩＡＣ例会訪問報告」
２０１８年１２月２５日（火）
16：00～16：35
春日丘ＩＡＣ例会 校舎１Ｆ生物室
ビジター卓話 波多野 真パスト会長

日時 平成３１年１月７日（月）11：00～11：45
場所 キャッスルプラザ 4 階 茜の間（欠席：近藤公
共イメージ向上委員長）
安川幹事の進行により、理事役員会が開会された。
会長挨拶：あけましておめでとうございます。今年も
宜しくお願い致します。
[議
題]
[報告事項]
① 1・2 月例会行事について：武田副会長より（資料 1）
の通り報告した。
② 年末家族会会計報告について：原田親睦委員長より
（資料２）の通り報告した。
[協議・討議事項]
① 内海辰巳会員出席免除願いについて：安川幹事より
（資料 No.3）の通り報告し承認された。
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② 下期クラブ行事計画変更について：安川幹事より
（資料 No.4）の通り報告した。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会が年間計画を作成しているので簡単
に計画変更は出来ないはずではないか。
現状は会長幹事が年間計画を作成している。
◆4/4（木）岩倉ＲＣとの合同花見夜間例会に伴う例会
変更：18：00～ 五条川
4/1 又は 3/25 を例会変更としたい。3/25 は外来者
卓話でインターアクトの生徒が参加することとなって
いる
ので不可。4/1 を例会変更としたいが理事役員会をど
うするか。
夜間例会前に行うか 4/15 に行うのか検討し会長幹事
から報告する。
夜間例会については大変な混雑が予想されるためバス
の手配は行わず電車での移動で考えている。
また、雨天時の取り扱いについても確認し報告する。
◆ハンブルグ国際大会参加（5/27～6/4）に会長幹事が
出席することに伴い休会日の変更について
6/17 休会を 6/3 休会に変更する。6/3 第１２回理
事会を 6/10 に開催する。
例会は会長幹事が不在でも他の会員の出席が多数であ
れば副会長主導のもと通常通り実施する。
理事役員会についても同様に会長幹事が不在でも通常
通り 6/3 実施する。
[その他]
①
稲熊会長エレクトより「創立４５周年記念式典実行
委員会構成表」について説明した。
式典の予定日は１０月７日（月）を予定しており
キャッスルプラザホテルも仮押さえしている。
まずは日程の確定を早急に行う。
②
原田親睦委員長より「春の家族会」について報告が
あった。
日程は５月１９日（日）
、小牧ワイナリーに訪問す
る。職業奉仕委員会と合同で行う。
③ 山北会長より「2000 回例会」について報告があ
った。
物故者 6 名に対し黙とう行い 1000 回例会時の会
長柴田弘ＰＰに記念卓話を依頼する。
その後に祝宴を行い 1500 回例会時会長の金井Ｐ
Ｐへひと言を依頼。余興として山北会長のサックス
演奏。
1000 回例会はご婦人も同伴で盛大に行ってい
た。1000 回例会の日程が 5 月 29 日で役員交
代のタイミングだったこともあると思われる。
[次回開催日時・場所の決定]
日時 : 平成 31 年 2 月 4 日(月) 11:30～
場所 : キャッスルプラザ 3Ｆ「福の間」にて
議事録 阿萬 裕子
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