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例会場

クラブ・モットー 「Do
“
For Others!」≪他者への貢献≫”

№12 第2072回例会（2018.10.29）
開 会 点 鐘（18：00）
ロータリーソング「四つのテスト」斉唱
来客紹介
歓

迎

歌

出席報告

プログラム

「自己紹介と日本での学業」
米山奨学生 グェン ティクイン ゴックさん

事

（ベトナム出身 世話クラブ：西宮 RC）

会長の時間

ご同行：廣田 宗玄米山奨学委員長（西宮 RC）

食

幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告

閉 会 点 鐘（19：00）

■ 予定プログラム
当 ク ラ ブ （11/ 5） → 11/7( 水 )「姫路西 RC・姫路東 RC 合同例会」18：00 ～於：ホテル日航姫路
〃
（11/12）「演題未定」 地区ロータリー財団副委員長 / 資金推進小委員長 本條 昇氏（龍野 RC）
〃
（11/19） 社会奉仕フォーラム「姫路東 RC の社会奉仕活動の振り返りと今後（仮）」
小倉 克輝社会奉仕委員長
姫 路 Ｒ Ｃ （10/30） 米山月間にちなんで「自己紹介と、私の将来の夢」
米山奨学生 ソン・ジョンウン氏 カウンセラー代理 植田 芳光会員（神戸須磨 RC）
姫 路 南 Ｒ Ｃ （11/ 5）「（仮）プランディング会社の挑戦 介護ビジネスを通したまちづくり」
㈱ケセラセラ 池上 麗氏
姫 路 西 Ｒ Ｃ （10/31）「兵庫県経済の現況と今後」 一般社団法人 ひょうご経済研究所 主任研究員 浅野 学氏
神 崎 Ｒ Ｃ （11/ 1）「会員卓話」 新入会員：尾上 克具会員 / 森 康弘会員
姫路中央ＲＣ （11/ 1） 会員卓話「財団セミナー報告」 松井 正光会長
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第2071回（10月22日）例会 記録

■ 出席報告（岡本

央 会員）

10 月 22 日
会員数

出席免除者数

例会出席者数

68 名

9名

47 名

例会欠席者数

ホームクラブ出席率

15 名

75.81％

9 月 10 日（確定補正分）
会員数

出席免除者数

68 名

9名

■ 来客紹介（和田
広畑天満宮

宮司

例会出席者数
44 名

例会欠席者数
18 名

メークアップ数 確定補正出席率
18 名

100.00％

正 副会長）
三木

通嗣氏（姫路西 RC）

来訪ロータリアン

1名

累計

28 名

■ 会長の時間
会長の時間を頂きます。
今月はまつり月です。本日は広畑天満宮の三木宮司さんからの DO FOR
OTHERS！！です。よろしくお願いします。
まつり月ということで、6 日、7 日が八代の祭りで留学生のエレンとアジアに
参加して頂きました。
宮前町の祭りは屋台の練りだしまで 1 時間程かかります。
8 時に集合して幟の唄で潮かきをします。潮かきの潮水は前日に白浜の海で頂いてきます。
その潮水を掛け合います。水の掛かってない人は全員手を浸けて清めてから屋台に触って頂けます。
その後蔵出しします。蔵出しの後全員の集合写真を撮ります。
そして、挨拶、乾杯、棒割り、危険個所説明、注意事項とどなたに担いでもらっても安全に練って頂け
るように念を入れます。それから練りだしです。毎年、SMBC 日興証券の富田会員の社員さんには 4～
5 人ヘルプで担いでいただいています。
そして、宮入が始まります。去年はギレルミーが練ってくれましたが、今年はエレンとアジアです。二
人は屋台にずっと付いて屋台が休憩するときにバケツの水を練り子に柄杓で汲み配ってくれました。給
2 姫路東ロータリークラブ週報
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水は女子中高生が担当で 17 年続けています。今回たまたま、イタリアに住んでいた人が子供会の母親
にいまして、アジアが久しぶりにイタリア語で会話出来て喜んでいました。これこそ神様が間を釣り合
わせて頂いたまつりと感動しました。
さて、その祭りの宵宮の日に姫路科学館の表彰式に宗接委員長と参加して参りました。沢山の作品と、
その工作の規模の大きさや工夫、親子の協力などこれからの日本を支える子供たちに対して支援が出来
るという素晴らしい事業だということを改めて認識いたしました。また、12 日の聴覚特別支援学校の
全国陸上競技大会の開会式も宗接委員長と参加致しました。全国から集まった子供たちを歓迎する立場
で臨みましたが、逆に子供たちの意気込みにこちらが飲み込まれそうな素晴らしい開会式でした。この
支援活動もまた素晴らしい事業であると感動しました。
さて、自己紹介の続きをお話します。
原産地がロシアになった今改めて「環境の変化に対応できない企業は生き残ることが出来ない」という
言葉に痛感しました。
マッチ軸の原木は元々山崎から岐阜、長野、岩手、青森へと移っていきました。今は日本では生産され
ていません。すべて輸入で、スエーデン、中国、チリ、からです。
需要は減る一方で、タバコを吸う人が減り、火を使うことが少なくなった時代にどういう対応をしてい
かなければならないのか、メーカーのご苦労は大変なものだと思います。余談ですが今マッチラベル展
をみゆき通りステーション（元ヤマトヤシキ南東の角）で開催しています。12 月頃までですので興味
のある方はご覧になってください。
弊社もマッチ軸、割箸を製造から輸入まで取り組んで来ました。これはお客様の要求がある限りこれか
らも続けていく所存です。
今は新事業として電動車椅子に取り組んでいます。台湾の会社の子会社として日本法人を任されていま
す。先日東京ビッグサイトの国際福祉機器展に出展し好評を得ました。
また、東辻井ではケアステーション、居宅介護ステーションをこの 11 月から開業することになりまし
た。
「インスピレーションになろう」をテーマに頑張っていきたいと考えます。
ご清聴ありがとうございました。
■
1.

幹事報告（村角

伸一 幹事）

6 日（土）、姫路科学館におきまして、「姫路市児童生徒科学作品展」科
学工作の部の表彰式が開催され、山田会長と宗接青少年奉仕委員長が出席
し、メダルの贈呈をおこなわれました。
21 日(日)には「青少年交換長期来日生・長期派遣候補生オリエンテーショ
ン」が開催され、クラブより白井地区青少年交換小委員長・小倉地区青少年交換小委員が出席され
ました。
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2.

「ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ」がまいっております。
開設日

2017 年 10 月 1 日（土）

所在地

〒650-0046

兵庫県神戸市中央区港島中町 6 丁目 10－1
神戸ポートピアホテル 本館 722 号室

TEL 078（304）2680

FAX 078（304）2681

E-mail rid2680@abelia.ocn.ne.jp
執務時間
3.

10：00～17:00 （土・日・祭日は休み）

10 月 15 日(月)から 11 月 15 日(木)にかけて今年度の「決議審議会」が開催されます。決議案とは、
組織規定文書に記載されている事柄の範囲外で、RI 理事会またはロータリー財団管理委員会による
決定を求めるもので、今年度も当地区からの提案「職業奉仕セミナーの開催を地区に義務づけるこ
とを検討するよう RI 理事会に要請する件」他 5 件を含む 55 件の案件が審議会にかけられています。
ご参考までに今年度の決議案と要旨を各テーブルに置いております。当地区は代表議員の滝澤パス
トガバナーしかオンライン投票できませんが、皆様方のご意見も参考にさせていただきたいとのこ
とですので、ぜひご感想等をコメント欄にご記載ください。
※ 範囲内のものは「規定審議会」にかけられます

4.

前回の例会では、「平成 30 年北海道胆振東部地震」並びに「平成 30 年台風第 21 号」被害支援に
ご協力いただきありがとうございました。集まりました 30,966 円の義援金は社会奉仕委員会予算
「災害復興支援」項目より 37,034 円を追加し、合計 68,000 円にして地区に送金いたしました。

5.

当地区ガバナー事務所より南淡路 RC・神戸西神 RC・宝塚 RC・神戸南 RC それぞれの「地区補助金
プロジェクト見学訪問のご案内」がまいっております。詳細につきましては事務局までお問い合わ
せ下さいますようお願いいたします。

6.

当クラブ次次週 11 月 5 日(月)は 11 月 7 日(水)に変更しての「姫路西 RC・姫路東 RC 合同
例会」となっております。18 時よりホテル日航姫路にて開催されますので、お間違いの な
いようお願 いいたしま す。なお、 当日は加古 川ゴルフ倶 楽部にて東 西 RC 親睦ゴルフコ ン
ペも開催されますので、ご参加の方はよろしくお願いいたします。

7.

か ね て よ り ご 案 内 し て お り ま す が 、11 月 3 日(土 ・ 祝)～11 月 4 日(日)、 両 日 10:00～
17:00 神戸メリケンパークにおきまして兵庫県政 150 年特認事業として『ひょうご五国 +
ワールドフェスタ』が盛大に開催されます。ご家族・知人の方をお誘いあわせの上ぜひご
参加くださいますようお願いいたします。受付にチラシを置いております。お持ち帰りく
ださい。大会本部（神戸海洋博物館前）にて、両日ともメークアップカードがご用意され
ます。

■ 委員会報告
◆米山記念奨学委員会（報告：松浦

絵理 委員長）

今月は米山月間です。現時点で 51 名の方々より計 630,000 円のご寄付を頂戴
しております。厚く御礼申し上げます。また次週 10 月 29 日は米山月間にち
なんでの卓話で、ベトナム出身の米山奨学生グェン・ティクイン・ゴックさ
んにお越しいただきます。皆様よろしくお願いいたします。
4 姫路東ロータリークラブ週報
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■ ニコニコ箱報告（原田
■ ニコニコ箱報告（原田

博章 副 S.A.A.）
博章 副 S.A.A.）

本日卓話を頂戴します姫路西 RC 三木通嗣会員より「拙い話をさせて頂きます」
ということでニコニコをいただきました。
本日卓話を頂戴します姫路西 RC 三木通嗣会員より「拙い話をさせて頂きます」
山田会長
...................... 三木宮司様本日は宜しくお願いします。
ということでニコニコをいただきました。
[同趣旨で]和田副会長、村角幹事、有末会員、井上会員、
山田会長···················· 三木宮司様本日は宜しくお願いします。
猪子会員、上野会員、梅岡会員、大出会員、大西会員、岡崎会員、岡本会員、
[同趣旨で]和田副会長、村角幹事、有末会員、井上会員、猪子会員、上野会員、
小倉会員、岸元会員、久内会員、清瀬会員、河野会員、髙馬会員、郡山会員、
梅岡会員、大出会員、大西会員、岡崎会員、岡本会員、小倉会員、岸元会員、
酒居会員、篠原会員、壷阪会員、冨田会員、橋本会員、埴岡会員、濱中会員、
久内会員、清瀬会員、河野会員、髙馬会員、郡山会員、酒居会員、篠原会員、
原田眞会員、原田博会員、松浦会員、水本会員、村越会員、薮口会員、山中会員、
壷阪会員、冨田会員、橋本会員、埴岡会員、濱中会員、原田
眞 会員、原田 博 会員、
山根会員、柚木会員
松浦会員、水本会員、村越会員、薮口会員、山中会員、山根会員、柚木会員
井口プログラム委員長…三木様、本日の卓話ご無理お願い致しました。宜敷お願い致します。
濱田会員····················
......................灘祭り無事終了しました。応援ありがとうございました。
灘祭り無事終了しました。応援ありがとうございました。
[同趣旨で]水本会員、幾野会員
[同趣旨で]水本会員、幾野会員
増田会員····················
......................灘祭り、お疲れ様でした。今日は三木宮司よろしくお願いします。
灘祭り、お疲れ様でした。今日は三木宮司よろしくお願いします。
柳谷会員····················
......................人生いろいろです。
人生いろいろです。
常村会員 ····················
先々週、モスクワ、サンクトペテルブルグを訪問しました。帝政ロシアの粋集めた、
先々週、モスクワ、サンクトペテルブルグを訪問しました。帝政ロシアの粋集めた、
建物、美術館、絵画、工芸品も素晴らしかったが地下100
100メートルを走る地下鉄、
メートルを走る地下鉄、
建物、美術館、絵画、工芸品も素晴らしかったが地下
ロシア新幹線（モスクワ⇒サンクトペテルブルグ）も乗車しました。又、総勢50
50名
名
ロシア新幹線（モスクワ⇒サンクトペテルブルグ）も乗車しました。又、総勢
で大半が八頭身のバレエ『白鳥の湖』の迫力に圧倒されました。
で大半が八頭身のバレエ『白鳥の湖』の迫力に圧倒されました。
白井会員····················
......................Asia
Asiaは体調をくずしており、なだ祭りも全く見る事が出来ずに残念でした。
は体調をくずしており、なだ祭りも全く見る事が出来ずに残念でした。

ニコニコ箱

■ プログラム

計

87,000 円

累計

996,160 円

「神無月
「神無月 まつり月」
まつり月」
広畑天満宮

宮司

三木

通嗣氏（姫路西 RC）

失礼致します、只今ご紹介頂きました三木でございます。
失礼いたします、ただいまご紹介いただきました三木でござい
早速本題に入りますが、先ほど山田会長の八代のお祭のお話し
ます。
の中で、まず「潮かき」をしてから祭に参加するということを仰
早速本題に入りますが、先ほど山田会長の八代のお祭りのお話
っていましたが、我々も神事の前には身を清める「潔斎（けっさい）」というものをします。簡単に申
しの中で、まず潮かきをしてから祭りに参加するということを仰
しますと「お風呂」です。ただ、本来は湯に浸かるのではなく浴びるだけです。
っていました。我々も「潔斎（けっさい）」というものをします。簡単に申しますと「お風呂」です。
これは「褻（ケ）」の状態から「晴れ（ハレ）」の状態にするための区切りです。「晴れ着」という
ただ、本来は湯に浸かるのではなく浴びるだけになります。
言葉をお聞きになると思いますが、「ハレ」というのは非日常の特別の状態で、日常の状態を「ケ」と
これは「褻（ケ）」の状態から「晴れ（ハレ）」の状態にするための区切りです。「晴れ着」という
言います。この区切りの儀式に、先程の「潮かき」であったり、我々で言うところの「潔斎」、あるい
言葉をよくお聞きになると思いますが、「ハレ」というのは非日常の状態、またその逆で日常の状態を
姫路東ロータリークラブ週報 5
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は祭の時にお祓いをする「大麻（おほぬさ―榊の枝に麻と紙垂を付けた祓の具）」による祓の行事、そ
の後「塩湯（えんたう）」を注ぐ所作もあります。単なる塩水ではなく、浄火によって清らかな上にも
清らかにした塩水を用いる事によって更に清らかな身になりお仕えするということが建前です。
祭の終りには「直会（なほらひ）」があります。若干の例外を除いて神道の場合、お供物を奉り、祝
詞を奏上し、玉串を捧げてお参りする、というのが神事の流れです。
それが済むと直会になります。お供えしたものには神様の力が宿る、その力が宿った物を自分たちの身
体の中に入れることによって、神様の力を頂くというのが直会です。
と同時に、ケの情態からハレの状態になった後、更にケの状態に戻る為に、清らかなものは清らかな
まま残して日常に帰っていく為の所作です。例えば京都に御所があった頃の事です。清涼殿東廂の南隅
に「石灰壇（いしばいのだん）」と呼ばれる場所があり、ここだけ床が板張りではなく石灰で塗り固め
られています。「地上である」という設えになっており、天皇陛下はここで毎朝神宮の方に向かってお
参りをされましたが、お参りが済んだ後お下がりになられる際「後の手水」をお使いになり、それから
日常のご所作にお戻りになります。最近では、神事の後で車に乗られるので、ほんの少しのお神酒も遠
慮なさる方がおられますが、本来はお祓いをすればその後直会をするというのが作法です。
さて、今日の演題は「神無月－まつり月」としております。全国の神様は 10 月には出雲へ行かれて
しまうので、出雲以外には神様がおられなくなるから「神無月」と云うとの説があります。先程「神様
が出雲へ行っておられたら、そこのお宮さんは留守になってしまうのでは」というお声をお聞きしまし
た。そんな風に思われる方もあると思いますが、神様が出雲に行かれたからといって、本来のお社が空
っぽになることはありませんのでご安心下さい。因みに出雲地方ではこの 10 月を「神在月」と呼んで
おられます。
お祭ごとは 10 月に限ったことではありません。播州地方は秋のお祭が非常に盛んです。しかし、春
のお祭が盛んな所もあるのです。春のお祭を「祈年祭(としごひのまつり)」と言います。「その一年が
豊かな年でありますように」と祈りを込めてお祭を致します。
「予祝」と言います。「この一年を豊かな年にして下されば、こんなに立派なお供物を奉りましょう」
といった内容が平安時代に書かれた延喜式祝詞の中にも書いてあります。
秋祭は収穫のまつりです。以前は収穫したその晩に新米を食べるということがありませんでした。ま
ず収穫をする、その収穫したお米を神様にお供えする、これがいわゆる秋のお祭です。と同時に一年間
の農耕を労うのです。豊かな実りに感謝しながら直会で骨休めをしていると、誰かが思わず太鼓を叩き
だす、そうするとそれに伴って踊りだす人が出てくる、それがだんだん形式化しますと「神事芸能」と
して盛んになってきます。その最たるものが「歌舞伎」ではないでしょうか。歌舞伎は収穫の後の喜び
を表現したものが、時代を経るに従い阿国が登場したりして、今のように完成されたのではないでしょ
うか。
我国の神事は、「稲米儀礼」とも言い、お米の生育に伴って種々のお祭ごとがあります。まず田植え
をする前に予祝をする「祈年祭」の春祭、そして夏祭、お米がさらに成長していってやっと収穫に当た
っての秋祭、そして収穫したお米を一ｹ月ほど天日に干して熟成させてから、天照大御神に奉った後に
頂きます。
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お伊勢さんでは 10 月 17 日に「神嘗祭（かんなめさい）」があります。内宮内玉垣の柱には天皇陛
下が皇居でお育てになられた稲が稲穂のままお供えされます。「懸税（かけじから）」と申します。神
嘗祭はお伊勢さんだけの呼び名です。一般の神社では使われません。お伊勢さんの秋祭は「神嘗祭」と
申します。
先程も申し上げましたが、秋祭は収穫を感謝するものです。では、何時我々は収穫したお米を食べる
のでしょうか。収穫したお米は一ｹ月ほど庭で干します。お米もお肉もそうですが直ぐに食べるよりも
熟成させた方がより美味しくなります。熟成にかかる期間が約一ｹ月。というわけで新米を頂くのは、
収穫から約一ｹ月程経った頃になります。
天皇陛下は、まず新穀を天照大御神を始め神々に奉られます。これを「新嘗祭（にいなめさい）」と
言います。皇居の中に神嘉殿という建物が有ります。その神嘉殿で采女（うねめ）の介添えにより天皇
陛下ご自身が給仕役になられ、天照大御神様に新穀を奉られます。その後ご自身もお召し上がりになり
ます。私の考えでは、天照大神様にお供えされたものを天皇陛下がお召し上がりになることで、新しい
天皇としての力を身に宿されるということではなかろうかと思っております。そして、この時期は 11
月の末、明治 6 年から神事の日は 11 月 23 日と定められました。
新嘗祭は昔は祭日でした。現在は祝祭日という言い方をしておりますけれども、実際には祭日はござ
いません。戦前は祭日があり新嘗祭の日はお休みでした。現在の祝日の中でも「～の日」というものが
あります。「勤労感謝の日」「建国記念の日」「文化の日」等です。「～の」というのは、お祝いの趣
旨から期日が特定できないのです。そこで、昔から行われてきた神事の日に集約してお祝いを行うこと
にしました。
今の「勤労感謝の日」も元は新嘗祭を行っていた日です。その日に一年分の勤労を感謝して「感謝の
日」というふうにしました。「勤労」はその日だけ感謝すれば良いという事ではありません、毎日感謝
すべきです。国民のこの勤勉さがあったからこそ、日本が大東亜戦争の敗戦から世界の先進国と云われ
るまでに栄えてきたのです。ですから勤労というものは毎日感謝すべきですが、何かの時に仮託してお
祝いしようということで、天皇陛下が天照大御神に新穀を奉られる日を「勤労感謝の日」として祝日と
したのです。
話が前後しますが、先程お伊勢さんの収穫を感謝する「神嘗祭」の事を申しましたが、神嘗祭は毎年
行われますが、20 年に一度行われる神嘗祭が「大神嘗祭＝ご遷宮」です。平成 25 年に第 62 回の式年
遷宮が行われました。その前は平成 5 年、その前は昭和 48 年です。天皇陛下が皇居の中で新穀をお供
えされるのが「新嘗祭」。新嘗祭は一般の神社でも行われますが、天皇陛下が御一代に一度だけご奉仕
になられる新嘗祭を特に「大嘗祭（だいじょうさい）」と申します。これは明年の 11 月 14 日 15 日と
決まっております。
お祭ごとの概略は以上にして、次に神道についてのお話しを少し致します。
現在の神社神道は、昔この国に興った頃のままの姿ではないと考えます。
第 29 代欽明天皇の頃(西暦 552) 百済の聖明王が仏像や経典をもたらし、第 31 代用明天皇の頃(西暦
585)日本書紀にはこう記載されています。
「天皇（すめらみこと）、仏法（ほとけのみち）を信（う）けたまい、神道（かみのみち）を尊びまつ
る」。これから神道と仏教は共存するような形でずっと続いてきております。
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つい最近興福寺の中金堂が落慶したという記事を見ました。神職の格好をした方がお祓いをしておら
れるような写真が目についたので、春日大社の方にお聞きしたところ、興福寺の中金堂は、平成 22 年
11 月 7 日に春日大社の神職がご奉仕をして地鎮法要、平成 26 年 5 月 24 日に上棟式をしたと仰ってい
ました。
日本は神道と仏教が共存しているのです。神仏習合と言います。或は本地垂迹とも云い、元は仏様で
すが日本へ来たときに神様の姿をとっておられるという説です。しかし、日本は神国であるためそれは
逆だという逆本地垂迹説もあります。皆様のご家庭もそうかと思いますが、神棚が上に祀ってあり、そ
の下にそれぞれのお家の仏壇があることに全く違和感を持たずお祀りをしておられます。一神教の方か
らするとそれは非常識に見えるようで「日本人は宗教に対して節操がない」という方もいます。節操が
ないのではなく、日本人は良いものを取り入れるのが上手いだけで、神道の中にも仏教の要素がたくさ
ん入っていると思います。仏教の中にも神道の良さがたくさん入っているのです。自分達なりに工夫し
消化して良いものだけを残しているだけなのだと思います。
お参りをする作法も様々です。一般的には二礼二拍手一礼ですが、宮中では拍手はしません。由緒あ
る古社でも拍手しない社があります。一礼だけです。出雲大社に行かれると「ここでは四拍手してくだ
さい」と言われ、そのようになさった方もあると思いますが、出雲の神様は縁結びの神様との信仰もあ
り、「四つ手を拍つと

四合せ＝幸せ」という事で四拍手でしょうが、古い作法から言うと、拍手は八

回拍つのを「一段」とする打ち方、これを「長拍手」と言います。そして四回又は四回以下を「短拍手」
といい、これがたまたま出雲大社ではずっと残ってきて四拍手となったのかも知れません。このように
作法も色々あります。
本日は少し資料をご用意致しました。
日本人が神様をどう考えていたかということについて書かれています。「神道大意」、江戸時代中期、
享保 10 年(西暦 1725)に若林強斎という儒学者が書いた本です。
『おそれある御事なれども、神道のあらましを申奉らは、水をひとつ汲むといふとも、水には水の神霊
がましますゆへ、あれあそこに水の神罔象女（みつはのめ）様が御座被成て、あたおろそかにならぬ事
とお もひ 、 火を ひと つ 燈と いふ て も、 あれ あ そこ に火 の 神軻 遇突 智 （か くつ ち ）様 が御 座 なさ
る、・・・』
これが、八百万の神と言われる所以です。全てのものに神様がおられ、そしてそのものには我々と同じ
命がある。ですから、木を一本切るにも、木が生えている山へ入る為に「山口祭」といって、木を切る
ために山へ入らせていただきますというお祭りをして、次は木の根っこで「木本祭」を行います。「全
て祭－感謝をこめてから」というわけです。
次は本居宣長の「古事記傅

三之巻」です。

『さて凡そ迦微とは、古御典等に見えたる天地の諸の神たちを始めて、其も祀れる社に坐す御霊をも申
し、又人はさらにも云はず、鳥獣木草のたぐひ海山など・・・』
神というものは、ただ単にお宮にお祀りされているものだけが神様だけではない、上に頂くもの全て
「カミ」神様だというのが日本人の考え方です。全てのものを慈しみ、感謝の気持ちを持つ。その感謝
を形にしたものが「祭」であり、その最たるものが天皇陛下の宮中における御作法であろうと思います。
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歴代の天皇の御製を記しておりますが、平成 2 年の御製をご覧ください。
『父君のにひなめまつりしのびつつ我がおほにへのまつり行なふ』
こちらは「大嘗祭」の際のお気持ちをお詠みになられたものです。皇太子として御父君であられる昭和
天皇の大嘗祭を見ておられたが、今度はご自身がそれを行っている、その時の感慨をお詠みになられま
した。また、その横にあります皇后陛下の御歌をご覧ください。
『長き年目に親しみし御衣の黄丹の色に御代の朝あけ』
天皇陛下が重要な儀式の際の御著用になられる御装束の色「黄櫨染（こうろぜん）」をご覧になり、ず
っと皇太子妃として、皇太子の御装束－黄丹（わうに）の色を見てこられたが、今日から天皇陛下なん
だな、というお気持ちをお詠みになったものです。お祭りごとの歌ばかりではありませんが、このよう
に日々「国安かれ民安かれ」とお祈りされつつ皇居でお祭をされています。
来年は御代替です。御譲位、御即位に係る色々な行事がありますが、その根幹をなすものが「大嘗祭」
であろうかと思います。
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岸元 俊朗

堀江 徹成

村角 伸一

薮口 保

岡本 央

梅岡 一晴

篠原 正泰

山中 富穂

髙馬 和宏

糴川 英毅

〃

〃

〃

〃

〃

8

井上 顕滋

河本 一郎

和田 正

山根 章

原 孝史

大西 健一

○冨田 正雄

◎原田 眞一郎

¥5,000

こだわり屋

18：30～

11月15日（木）

グループＣ

9

松本 彩稔

実末 浩一

濱中 祐吉

清瀬 一郎

久内 麻佐行

有末 正敏

水田 博敏

○高原 敏緒

◎松尾 健一郎

未定

グループＥ

○記録

※ 議事録の用紙は事務局よりお送りしますので、炉辺会合終了後ご記入の上事務局にご提出ください。

※ 所属グループの会合を諸事情にて欠席される方は他のグループの会合にご出席ください。

8

藤井 邦彦

有方 壯介

増田 泰之

名田 稔

柳谷 義則

大西 壬

○酒居 啓介

◎埴岡 雅則

¥8,000

ひさ松

18：30～

11月22日（木）

グループＤ

◎リーダー

※ 開催テーマは「新たな奉仕活動について（国内外への支援を含めて）」です。

■ リーダー・記録及びメンバーの方へのお願い

9

廣瀬 明

名定 節

〃

9

樋口 克亘

前田 義文

メンバー

録

○上野 康弘

考

備

○壷阪 康裕

¥3,000

¥5,000

費

会

記

てつや

てつや

開催場所

◎小倉 克輝

19：20～

19：20～

開催時間

◎柚木 敏和

11月19日（月）

11月19日（月）

開催日

リーダー

グループＢ

グループＡ

グループ

■ 2018-19年度 上半期炉辺会合予定表

8

宗接 博史

森下 裕司

村越 紀一

猪子 禮司

中村 勉

濵田 長伸

○松浦 絵理

◎原田 博章

¥10,000

ひさ松

18：30～

11月13日（火）

グループＦ

8

前川 隆嗣

山田 一郎

白井 務子

福永 博之

山田 昇

沼田 正敏

○岡崎 公一

◎郡山 佳也

¥5,000

さわだや

18：30～

11月15日（木）

グループＧ

9

中城 秀蔵

橋本 雅彦

幾野 勝好

水本 雅史

常村 武史

河野 通一

森原 啓一郎

○井口 啓一

◎大出 裕崇

2000

はりま（姫路キヤッスルホテル）

12：00～

11月20日(火)

グループH
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