
第 1131回例会 12月 21日（月) クリスマス家族会            ホテルモリノ 

第 1132回例会 1月   8日（金） 新年移動例会           リストランテ・アベーテ 

第 1133回例会 1月  15日（金） 幹事の日 半期を振り返って  ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】             ホテルモリノ８F 

【ソング】              森 啓伊 SAA委員長 

ロータリーソング『それでこそロータリー』  

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．ロータリー米山奨学会より 

  第14回米山功労クラブの感謝状が贈られる。  

２．麻生区役所総務課より 賀詞交歓会の案内 

  平成28年１月８日（金）15：00～ 

  新百合ヶ丘21多目的ホール 

３．麻生区消防署・消防団より 消防出初式の案内 

  平成28年１月10日（日）10：00～ 

  水処理センター広場 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

 ◎川崎高津南RC 

  ○１月４日（月）、11日（月）⇒休会 

   １月18日新年例会 獅子舞 

 ◎新川崎RC 

  ○12月23日（水）、30日、１月６日（水）⇒休会 

  ○１月20日（水）⇒22日（金） 

   川崎幸RCとの合同例会 18：00点鐘 川崎日航ホテル 

 ◎川崎大師RC 

  ○１月６日（水）⇒７日（木）に変更 

   ４クラブ合同例会 18：00点鐘 川崎日航ホテル 

○２月３日（水）例会場変更 サンピアン川崎 

 

 

 

 

 

 

◎川崎鷺沼 RC 

○１月６日（水）休会 

○２月 10日（水）⇒９日（火）に変更 

ⅠＭに参加 エポック中原  

○２月 24日（水）第二グループ合同例会 点鐘 18：00             

ホテルＫＳＰ 
 

【出席委員会】           親松 明 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1130回 25 20 5  80％ 

1129回 25 21 4 4 100％ 

1128回 25 20 5 3 92％ 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1130回(件数) 合 計 

ニコニコ    19件 ￥19,000 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【振込み詐欺防止キャンペーン、昨夜行い

ました。気をつけましょう】                  

◇鈴木昭弘幹事【忘年会シーズン真っただ中ですね・・・】 

◇大野 勉会員【今日は飲むぞ】 

◇梶俊夫会員【インフルエンザが流行って困っています】 

◇志村幸男会員【本日は卓話の当番です。宜しく】 

◇鈴木憲治会員 【上海で牟（ムー君）に会ってきました。元気

です】 

◇鈴木眞一会員 ◇蓬田忠会員 ◇森啓伊会員 

◇長瀬敏之会員◇雪井洋子会員 ◇碓井美枝子会員 

 

 

 

 

 

 

 

第 1130回 例会記録 平成 27 年 12月 11日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 



◇山下俊也会員 ◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員  

◇森茂則会員 ◇川崎航会員 ◇梅澤馨会員  

◇親松明会員  

以上、ご協力ありがとうございました。 

 
   

【職業奉仕委員会】         山下 俊也 委員長 

〈クラブ職業奉仕委員長会議報告〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 8日(火)15:00～17:00メモワールプラザソシア

21 にて開催されました。箕田ガバナーの挨拶、地区

職業奉仕委員長の挨拶に続いて下記プログラムが実

施されました。 

①教職員短期研修の経緯と効果について 

 横浜市立浦島小学校平本校長より、今年度は市立学校

教員886名が102社の派遣先協力企業で研修をされた

と報告がありました。全国でも当地区独特のプログラ

ムであり、派遣された先生方からは学校では得られな

い貴重な体験をすることにより、幅広い見方や考え方

を教育現場で生かせると大変好評でした。 

②「職業奉仕の理念」についてのシンポジウム 

 箕田ガバナー、大野パストガバナー、高良ガバナーエレク

トの三人のシンポジストによる討論会です。企業が永く存

続するためには何が必要か、職業倫理とは何か等々最

近の企業不祥事とロータリーの理念とを照らし合わせて

分かり易く解説をしていただきました。 

 

【桐光学園サッカー部 全国大会出場 

及び 米山奨学生 OB会について】             

鈴木憲治 会員 

１.桐光学園サッカー部が、全国大会出場を決めましたの

で、お祝いを届けてきました。 

詳細は、タウンニュース№488号をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．12月 5,6,7日に上海で、米山奨学生の OB会が開催さ 

  れ、参加してきました。元奨学生の牟元凱君もオース 

トラリア系の宣伝会社に就職し、元気に頑張ってい 

ました。 

 

【本日の卓話】            志村 幸男 会員 

古事記（フルコトブミ）について 

古事記は１３００年前の日本最古の書物、神話です。 

公立学校で神話教育が始まりましたので、まずは日本の神

話を学んで欲しいことから私の作った絵本の紹介をし、お

話しをさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

古事記は、稗田ノ阿礼が語り、太安万侶が書き留めた物

です。その中の＜国生み＞のくだり、イザナギノミコトと

イザナミノミコトの二人の神様がアメノミナカヌシノミ

コトと称えられている神様から「美しい国を生む」と言う

大切なお役目を与えられ、二人で力を合わせ立派な国を作

った話から始まります。「国生み」ｸﾆｳﾐ「天ノ岩戸」ｱﾒﾉｲ

ﾜﾄ「八頭の大蛇」ﾔﾏﾀﾉｵﾛﾁの三話を絵本にして、子供たち

に伝えたいと思います。 

 次にお正月の話をしたいと思います。正月とは、農耕民

 

 

写真左より鈴木憲治会員、米山記念奨学会理事長 小沢一彦氏、

元米山奨学生 牟元凱君――上海にて 

 

志村宮司が作った 

子供向きの絵本 



族であった日本人が豊作をもたらす「穀霊」や稲作を守護

する先祖の霊（センゾノミタマ）を年神様として招き五穀

豊穣を祈念する農耕儀礼です。年神様に供えた御馳走を下

げて皆で祝食した物が正月の食べ物でした。 

室町時代頃からは鏡餅を供え、雑煮を祝うようになった

ということです。 

元旦とは、「元に戻り新たに始まる」事で不老長寿を祈

る人々の常として、いつまでも若くいたいもの、年の始め

を「元旦」、元に戻る日として若返りの日としたものです。 

そして、餅を「若餅」野菜を「若菜」水を「若水」と呼ん

で若返りを祈ったものです。 

正月の食べ物に「雑煮」がありますが、年越しに神に供

えた餅を取りおろして大根や里芋などと共に煮て食べる

「餅直会」、直会とは神に供えたものを下げ神と人が共に

飲食することを言います。 

「おせち料理」とは節目に神に供える「御節供」料理で

す。節目に神に供えた物を下げて家族で食べる直会の食べ

物です。事前に作り置きするのでは年神様が訪れている元

旦に台所で煮炊きする音を立てないように年末に保存の

きくおせち料理を用意した事が始まりです。 

「正月飾り」は年神様をお迎えする飾りです。門松は年

神様の依り代として、松を使うのは「神待つ木」と伝えら

れているからです。 

鏡餅は、神様に供え２段にするのは餅を神様の分と家族

の分と分けることの意と、祝い事は重ねる事が良く、その

上には「裏白」（シダの一種で葉の裏が白い）を置き、心

が清い事と白髪になるまで長生きするように、そしてその 

上に置く「ユズリハ」は別名を親子草とも言い、新しい 

葉が成長することを待って古い葉が落ちる事から子孫繁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄とされている。「昆布」は喜ぶを意味し、橙は家が代々

栄えますようにと願ったものです。 

伝統的な「おせち」は四段重ねで、一の重は（口取り）

で春を表す青菜を、二の重は（焼き物）で夏を表す芋の白

や白身の魚を、三の重は（酢の物）で秋を表す人参の赤で

実りを、四の重は（煮物）で冬を表す椎茸の黒を入れ、日

本人の感性と季節感を盛り込んであります。そして入って

いる具の「黒豆」は苦労なくまめに暮らせるように。「昆

布巻」は喜びが多い事と巻物は古く、書物を表し知恵が授

かりますよう。「蒲鉾」は仕事や勉強が板につくよう、「蓮」

は見通しが明るくなるよう、「金田」（きんとん）は、金運

に恵まれますようになどと食材には多くの願いが込めら

れています。 

皆様には良いお正月をお迎えされ、益々のご健康とご繁

栄をお祈りし、卓話とさせていただきます。 
       

【四つのテスト】            梶 俊夫 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：青戸慶太 

 

志村 幸男 会員 

   


