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第 203４回例会 

     ２０１９年１２月１６日（月）第１８回       

●点  鐘 会長 稲熊 正徳君 

●斉 唱 「奉仕の理想」「焚火」 

●例会行事 ４５周年決算報告 

 ●司  会 早川 正倫ＳＡＡ副委員長 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲熊 正徳君 

 
皆さんこんにちは、本日も出席ありがとうございます。 

さて先週の家族会ですが、親睦委員会の活躍で大いに盛

り上がり、家族の皆様も喜んで頂けたと思います。本当

にご苦労様でした 

今月は師走で、もうすぐ正月ですね、正月と言えば初詣

ですが、 

■初詣はどうやって始まった？と思い由来を調べてみ

ました 

現在では、元旦、3が日にかけて行うことが一般的で 

一般に広まったのは比較的最近で、明治時代の中頃あた

りとの事です、おみくじを引いて新年の運勢を占ったり、

絵馬に願い事を書いたりして、新しい年の幸福を祈願し

ます。 

昔、時計がなかった頃は、日が暮れる時が一日の終わり、

でまた一日の始まりでもありました。 

ですから、大晦日の夕方からがお正月だった訳です。 

その、大晦日から元旦の朝にかけて、家長（かちょう）

がその土地の氏神様を祭った神社に泊まり込み、夜通し

で、その年の豊作や家内安全などを祈願しました。これ

を「年籠り（としごもり）」といいます。 

また、お正月には各家庭で門松をたて、鏡もちやおせち

料理を作ってその年にやってくる年神さまをお迎えしま

す。 

そして年神さまからのお下がりであるおせち料理を頂い

た後、年神さまがいる方角にある神社にお参りすること

を恵方参り※といいます。因みに今年は笠寺観音、来年

は竜泉寺です。 

この年籠りと恵方参りの行事が現在の初詣につながって

いるといわれています。 

■神社参拝のお賽銭 

皆様は神社でのお賽銭は、いくら入れますか？ 

元宮家で明治天皇の玄孫の竹田恒泰氏が賽銭について話

をされていました。 

それによると、まず神社訪問とは何か？ それは『神様

を訪問する。』という事で、とても素晴らしいところにお

邪魔する事です。 

その神様に手土産を持って訪問する訳でありますが、饅

頭や野菜が目一杯になってしまうので、お金で持って行

って神社のために有効に使ってもらうために現金になっ

たのです。 

 

さて、お賽銭はいくらが正しいですか？という質問がよ

く出ます。 

例えば、とてもお世話になっている先輩や恩師の所にお

邪魔する時にお菓子などの手土産を持っていきますよね。 

その時に幾ら位のお土産を持っていきますか？ 

1,000 円、2,000 円、5,000 円 時には 1 万円くら

いのときもありますよね。 

そのような考え方で、金額を決めればいいでしょう。 
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先程もお伝えしたように神様の所にお伺いする訳ですか

ら、それなりの金額が妥当と思われます。 

神社でのお賽銭、いくら入れますか？一般の方に質問

した結果。 

1～99円 37.70%

100～999円 58.50%

1,000～9,999円 2.80%

10,000～49,999円 0.40%

50,000円以上 0.60%
 

ご縁があるようにと言って『5 円玉』や『10 円玉』で

は小さな子供ならいいのですが、いい大人、ましてや商

売や会社を経営されている方がその金額ではあまりにも

小さすぎますよね。 

大人でお願い事をするには、わざわざ神社まで行くので

すから、やはりお札が基本でケチらずにいきたいと思い

ます。 

因みにお札を賽銭にする場合は封筒に入れるのが正式と

されています。 

私の知人で商売繁盛を神社に祈願しても儲からないと言

っていた人がいました。 

今まで欲にまみれて儲かるようにと祈っていたけど、良

くならなかった。 

ある時から、商売繁盛ではなく一家が健康であったこと

のお礼をするようにしたら、気持ちが清々しくなって、

商売の方も儲かるようになったと言っていました。  

まぁ恋愛も同じですが、お金も追っかけると逃げていく

訳ですよね。 

本日はこれにて会長挨拶とさせていただきます、ありが

とうございました。 

 

 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （伊藤 康司委員） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 81.63.0％ 

出 出席義務者 21 欠 

席 

者 

出席義務者 9 

席 出席免除者 19 出席免除者 2 

者 出席者計 40 欠席者計 11 

前々回例会（12月2日） 

会員数 51 出席率 97.73％ 

出 出席義務者 29 欠

席

者 

出席義務者 1 

席 出席免除者 14 出席免除者 7 

者 出席者計 43 欠席者計 8 

 

●ニコニコボックス報告（内海 辰巳副委員長） 

本年度最後の例会です。皆様ご苦労様でした。  

             稲熊 正徳 君 

４５周年記念事業。栗田委員長ありがとうございました。 

              阿萬 裕子 君 

今日も元気で。 

                 山田 幹雄 君 

今年度元気に出席できた喜び。 

                 鈴木 恵一 君 

ゴルフ部会コンペで久しぶりに優勝させていただきま 

した。ありがとうございます。 

                 稲吉 將秀 君 

         

今日も元気で！   

石川 良治 君 石原 慎一 君 市川 孝 君

伊藤 康司 君 井上 政秋 君 入谷 宏典 君

内海 辰巳 君 加藤 吉克 君 金井 和治 君

川口 直也 君 北園 守生 君 串田 正克 君

國田武二郎 君 栗田 和典 君 近藤 和彦 君

高山 光雄 君 竹尾 悟 君 武田 英昭 君  

田中 秀典 君 中島 俊朗 君  波多野 真 君

早川 正倫 君 原田 好展 君 堀塲 竜司 君

真城 壮司 君 安川 正勝 君 山内 佳紀 君

山北 秀和 君 プリヤンタ 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３４名  ４６，０００円  

本年度の協力累計          ８０２，０００円  

 

 

 

 

 

 
栗田和典４５周年実行委員長 
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45周年記念式典の実行委員長を終えて  

      

50周年に向けて、あくまでも私の個人的所感としてお聞き

ください       

       

①今回45周年が何とか形になりましたのは、皆様とほか

の協力です。感謝します。    

    

1.会員の皆様のご協力    

    

各委員会何度も会議に出席いただき、その都度費用も使っ

ていただき感謝です。    

    

総務委員会 田邊委員長が段取り良く采配してもらいまし

た。      

  

接待委員会 安川委員長以下会員の皆様には、歓迎、送迎、

観光と忙しい中多くの時間をいただきました。  

     

式典委員会 原田委員長以下会員の皆様には、パワーポイ

ント作成等式典の準備、司会他式典当日の設営、運営まで

ありがとうございました。    

   

式典、懇親会に参加して盛り上げていただいた会員の皆様

にも感謝です。     

   

      

2.キャッスルプラザホテルの協力   

     

スペシャル宿泊費を提案いただきました。  

結果、海外及び松本空港ＲＣのほとんどの宿泊をホテルに

纏めることができました。    

    

今回は団体での到着のほか個人での到着、出発も多く、歓

送迎にも便利でした。    

    

観光等々の出発、到着にも便利でした。  

      

また、旅行中の安全確保の意味でも助かりました。 

       

3.事務局の原田さんの協力に感謝です。  

      

 35周年、40周年の資料を参考に組み立てましたが、資

料のファイリング 及びそこからの必要事項の抜出を正確

かつ迅速に対応いただきました。    

 英語力にも大いに助けられ、海外との煩雑な連絡を大い

に助けられました。    

    

      

  

②今回予算を作成したときに、良く分かりました。 

       

 クラブの一般会計、ニコボックス会計共に、余裕は全く

ないということです。    

    

1.今回45周年予算編成時には、阿萬幹事の今期計画作成

と同時期に行い、かなり無理をお願いしたことが記憶にあ

ります。      

  

2.予算編成では、余裕のない中で、やめる、減らす部分と

集中する部分を選別しました。     

       

結果、式典、懇親会に参加いただいた方には喜んでもらい

たいという考えのもと基本的には、式典に集中することと

し、記念事業他の部分では、予算の関係から多くの部分で

切り詰めました。     

   

   

    

 3.運営にあたり、    

    

 何かの都合で予算よりオーバーした場合お金の出所がな

い状況でしたので、予算の進行には神経を使いました。 

      

 結果として、春の家族会費を投入することなく、特定基

金積立金に約42万円繰り戻せたことで少し安堵しました。

       

 収入面では、ハワイからのご祝儀が予定より高額（37万

円）に頂けました。    

    

 しかし、来期にはハワイの70周年がありますので、そ

の折には、お返しを次期会長エレクト心つもりをよろしく

お願いします。      

 

 

 
 

 

 
 


