
No.2247 回 例会 平成 24 年 3月 2日 

                                          青少年育成委員会 

     

高山西ロータリークラブ 

例会報告  
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 斎藤   章 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 井辺 一章 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  伊藤 松寿 

                               

   
こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 

「冬の滝 」 蜘手 康介 

ひな祭り 

（天照大神とスサノオ命の誓約） 

 「古事記」曰く、姉である天照

大神に会おうと、スサノオ命は

神々の世界である高夫ケ原に地上

から単身、昇ってくる。もともと

性格の荒いことを知っている天照大神はスサノオ命が高天ケ原を

武力で奪おうとしているのではないかと警戒し、完全武装して出迎

える。 

 これを見たスサノオ命は自らの心にやましいところはないと主

張。潔白を証明するために、ふたりで神意を明らかにする「誓約」

を行い、そこで生まれた神々をもって判断しようではないかと提案

する。男神なら正しく、女神であれば正しくないというわけだ。 

 神前で行われる結婚式であるといっていい。事実、誓約で神々が

誕生する。いうまでもなく、これはふたりの神の間に生まれた子供

であると解釈できる。 

 最初に天照大神が、スサノオ命がもっていた剣を三段に折り、ロ

の中でくだいた後に大きく息を吹きだした。すると、吐息から3人

の女神が誕生した。 

 対するスサノオ命は天照大神の角髪にあった八坂壕勾玉をばり

ばりと口の中でくだき、大きく息を吹きだした。すると、その吐息

から5人の男神がが誕生する。 

 スサノオ命が男神を生んだことで、邪な心がないことが明らかと

なった。天照大神もこれを認め、その証として、生まれた神々は互

いに交換し、各々の子供とすることが決まったまった。つまり、5

人の男神は天照大神の息子、3人の女神はスサノオ命の娘とされた

のである。 

 さて、ここで思いだしてほしいのは、雛壇飾りである。お内裏様

とお雛様の下には 「三人官女」が仕え、その下には「五人囁子」

が控えている。実はこれ、天照大神とスサノオ命が誓約で生みだし

た神々なのである。三人官女は天照大神の吐息から生まれたスサノ

オ命の3人の娘で、五人囃子はスサノオ命の吐息から生まれた天照

大神の5人の息子を象徴しているのである。 

オリオン座とプレアデス 

 雛祭りが『古事記』 における天照大神とスサノオ命の誓約とい

う神話を反映しているということは、同時に、壮大なる天空の世界

が映しだされているということでもある。高夫ケ原とは神々の住む

天上の世界であり、太陽や月、そして星々が光り輝く大宇宙である

ことは、天照大神が太陽神であり、スサノオ命が闇の神、もしくは

星神の性格を併せもつことからもわかるだろう。 

 スサノオ命の娘の数である3が重なる3月3日の桃の節句が女の

子の儀礼であるのに対して、天照大神の息子の数である5が重なる

5月5日の端午の節句が男の子の儀礼で、かつ 「七五三」という

子供の神道行事に関わるもうひとつの数である 7 が重なる七夕の

節句は、男女が関わる結婚の儀礼なのだ。 

 もっとも、婚礼は基本的に女性の儀式である。3月3日が女の子

のお祭りであるように、7月7日も同様に女性の祭礼であるといっ

ていい。七五三においで男の子は5歳のみだが、女の子は3歳と7

歳にお宮参りをするしきたりなのもそのためだ。 

 さて、ご存じのように七夕伝説では天の川を挟んで織姫と彦星が

一年に一度出会うといわれている。まさに、これが日本神話におい

て、天安河を挟んで行われた天照大神とスサノオ命の誓約なのだ。 

 さらに日本神話において、天照大神の5人の息子は夜空に浮かぶ

光る5つ星、プレアデス星団として知られる「昴」のこと。昴は6

個の星として知られるように、『日本書紀』の一書には、天照大神

の息子が6人であると記されている。 

 一方のスサノオ命の 3 人の娘は冬の星座として知られるオリオ

ン座の「三つ星」のことである。オリオン座は「鼓星」ともいわれ

るように、三つ星の周りに4つの星がある。三つ星の3と周りの星

の4を足した合計の7が鼓星の数であり、これが七五三の7の由来

ともなっているのである。 

 このように雛祭りには、織女星と牽牛星、それにオリオン座とプ

レアデス星団、昴という壮大なる夜空の星座が、それぞれお内裏様

とお雛様、そして三人官女と五人磯子という姿で雛壇に飾られてい

るのである。ちなみに、天の川である天安河は、女の子が飲む「甘

酒」という形で流れている。 

左近桜と右近橘： 

 事実、節句の名前にもなっている「桃」は古来、不老長寿の仙薬

として知られており、これを投げつければ地獄の鬼も退散すると信

じられてきた。昔話として、鬼退治をするヒーローの名前が「桃太

郎」なのもここに理由があるのだ。桃だけではない。雛祭りには、

もうひとつ重要な不老長寿の象徴が雛壇に飾られている。それは両

脇に置かれたふたつの樹、すなわち「左近桜」と「右近橘」である。

同じものは天皇が住まう平安京の内裏に建てられた「紫哀殿」の前

にもある。 

 左近桜と右近橘は、神聖なる空間の両脇に立つ神聖な樹木であり、

それらは宇宙の根本原理である陰と陽をそれぞれ象徴している。す

なわち、内裏側から見て左側に立つ桜は陽であり、右側に立つ橘は 
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陰なのだ。 

 当然ながら、これらのモチーフもまた日本神話にある。桜＝サク

ラという言葉の「サ」とは山神の精を意味する。春になって、山神

であるサが里に降りてきて、人々は桜の花が咲く光景を見て、山神

が里にやってきて田畑に活力を与えていると考えたのだ。 

 それゆえ山神である「大山祇神」の娘「木花開耶姫」は、文字通

り桜の神とされたのだ。大山祇神にはもうひとり娘がいた。姉の「磐

長姫」である。木花聞耶姫が花のように容姿が美しいのに対して、

磐長姫はそうではなかった。天孫二二ギ命は木花開耶姫だけを選ん

でしまったのだ。これが原因となり、以後、地上の世界に住む人々

の寿命は極端に短くなる。磐長姫は岩のように長い生命をもたらす

大地母神だったのだ。雛壇に飾られるふたつの樹は、まさに大山祇

神のふたりの娘を意味している。左近桜は木花聞耶姫であり、右近

橘は磐長姫なのだ。美しく着飾るという意味で、女の子たちは木花

開耶姉として立ち振る舞うのだが、もうひとつ、彼女たちはやがて

子供を身ごもり、子孫を生みだして生命をつないでいく磐長姫へと

成長していくのだ。まさに、その意味で右近橘の実は「生命の樹の

実であり、桃と同様、不老長寿の仙薬なのだ。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ぎふ清流国体高山市実行委員会より 

・第67回国民体育大会冬季大会スキー 

競技会開催について(お礼) 

◎ガバナーエレクトより 

・国際大会参加ﾂｱｰ募集案内(再度ご参加申し込みのお願い) 

 期  間  ５月 ５日(土)～９日(水)の５日間 

旅行代金  １７８，０００円 

(2名1室利用、日本人朝食会、Japan Night Party料金含) 

別途費用  中部・バンコク空港税 計4,600円、 

燃料サーチャージ16,800円(1月現在) 

大会登録  3月1日～ US＄245  登録代行料 3,150円 

 

＜受贈誌＞ 

一般財団法人比国育英会バギオ基金(バギオだより29) 

 

 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 38名 3名 41名 48名 87.50％ 

本日 40名 － 40名 48名 83.33％ 

 

 

 

＜本日のプログラム＞    青少年育成委員会 
青少年育成委員長   

遠藤 隆浩 

本日は青少年育成委員会事

業として２１年目となります、

義務教育９カ年皆出席表彰を

行います。合併以前は該当生

徒さんにお越しいただき直接表彰をしていましたが、合併後からは

各学校に於いて終業式の場などで表彰していただいています。本年

度は２８名の生徒さんが皆出席を達成されました。ここでお名前を

読み上げます(敬称略)。 

中山中学校 …９名 

中上 航平、杉原 浩次、村井 理恵、丸田 くるみ、荒城 悠香、 

森 佳奈子、田之下 友紀、鞠子 知美、宮ノ腰 陽菜 

日枝中学校 …５名 

  吉村 賢太朗、若宮 悠希、谷腰 悠里江、形部 智実、谷倉 里菜 

東山中学校 … ６名 

平田 瑞貴、藤井 貴也、嶽本 匡哉、下田 陽菜、瀧口 唯花 

中西あすか 

松倉中学校 … ４名 

  矢嶋 晃英、上見 幹泰、石橋 和晃、洞奥 華苗 

宮中学校 … １名 

  青木 潤奈 

国府中学校 … ３名 

  大坪 萌人、松下 英和、下形 優奈          以上の皆さんです。 

 本日は代表生徒さん分のみ校長会の中学代表、中山中の坂本校長

先生に代理授与させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では坂本先生に講話をいただきます。よろしくお願いいたします。 
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「人は誰でも愛されるために生きている」 

高山市小中学校校長会 中学代表、中山中学校長 坂本 幸雄 先生 

   

先ほどまで、飛騨特別支援学校高等部の卒業式に出席していました。

今日は、そのことにふれたいと思います。 

１ 飛騨特別支援学校･高等部の卒業式に出席して 

 ○人間として、教師として自己と向き合う時間 

  ・人間にとって何か一番大切かを学ぶ時間 

 ○障がいを理解する…一人一人の子どもを大事にするために 

  ・障がいの状況に応じたきめ細かい手だて 

○障がいを持つ保護者の願い…共に生きる社会（共生社会） 

  ・親の願い、誰もが受け入れられる社会 

 ○社会参加への道…先生方のひたむきな努力 

  ・その子の良さや持ち味を引き出すという「教育の原点」 

 ○どの子にも等しく教育を受ける権利 

  ・学びの場を提供する大人の責任 

 ○地域社会の温かい眼差し…人の心が通い合うまちづくり 

 マザーテレサの言葉 

 人間にとって最も悲惨なことは、戦争や飢餓、病気や災害等では 

なく、「自分が誰からも相手にされず、独りぼっちだと感じるこ 

とです｡」と言っています。 

 社会から取り残され、孤独感を感じたとき、人間にとってはこん

な不幸で悲惨なことはないということです。 

だからこそ慈善活動やボランティアといった活動が、人の心に優し

さや温もりを与え、どんなに悲惨な状況であっても人は立ち直る勇

気を持ち、前に進もうとする力（生きる力）を発揮するのだと思い

ます。 

 それは、３，１１の東日本大貫災で未曾有の災害を受けた方々も

同じです。世界中の多くの人の支援が「一緒に乗り越えよう。一人

じゃないよ」というメッセージを伝えることで被災者を元気にし、

復興に向けて力強く前に進むエネルギーを与えていると思います。 

 特別支援教育も同じです。特別支援学校の現状を知り、生徒や保

護者を温かく見守り支援することが、豊かな共生社会が生まれると

思います。毎年、卒業式に参加していますが、いつも一人の人間と

して教師として自分と向き合う大切な時間を頂いています。 

 「人は誰でも愛されるために生きている」と思います。 

２ 少子化が及ぼす学校現場の影響 

 今学校に突きつけられている課題に急激な少子、高齢化の影響が

あります。 

○学校規模の縮小化による学校統合の動き 

○学校統合による地域の過疎化の問題 

○学縁戚による職員定数の削減と教育サービスの低下 

○地域コミユニティとしての学校の存在 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●高山中央ＲＣ 永井 信次 様 

今年初めてのメーキャップです。今後ともよろしくお願いします。 

●斎藤 章さん 

本日は義務教育９カ年皆出席の表彰です。高山市小中学校校長会 

中学代表 中山中学校長  坂本 幸雄 様のご来訪を歓迎申し上げま

す。 

●井辺 一章さん 

中山中学校  坂本 先生、ようこそおいで下さいました。ビジター

永井さんようこそ。ごゆっくりどうぞ。昨夜斎藤会長と共に会員募

集に行って来ました。残り５ケ月になったね、頑張ろうとと話した

所です。 

●遠藤 隆浩さん、伊藤 松寿さん 

坂本先生、今日はお越しいただきありがとうございます。９カ年皆 

出席、本当に立派な事だと思います。ご講話よろしくお願いします。 

●門前 庄次郎さん、堺 和信さん 

坂本校長先生、ご無沙汰しております。ＰＴＡでは色々とお世話に 

なりました。本日の卓話楽しみにしております。 

●河渡 正暁さん  

私の好きな坂本幸雄校長先生、本日はようこそおいで頂きました。 

先生の教育方針は、情熱、熱意そして意欲。中山中学校の子どもた 

ちは大変伸びています。これからも高山市の教育のためにがんばっ 

て下さい。 

●米澤 久二さん 

本日午前９時よりネット上でオンライン研修を受けました。テーマ

はロータリー財団の｢未来の夢計画｣にかかるものでした。始まるま

では英語でしたので、ドキドキしていました。始まりましたら日本

語でしたのでホッとしました。 
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