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   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

  蜘手 康介 

＜会長の時間＞ 
「春分の日と宗教行事」 
～星占いは春分の日からはじ 

       まります～ 

春分の日から１年がはじまり

ます 

・１年というのは１月１日か

ら始まって12月31日に終わりますが、天文学的には、太陽が春

分点に到達した春分の日から始まって、秋分点を経過し、春分点

に戻るのが１年の期間なのです。 

春分の日は復活祭を決める重要な日 

・キリスト教において、キリストの復活祭の日を決めるのに、春

分の日の後の最初の満月の次の日曜日とするとなっています。 

・キリスト教では、復活祭は最も大事な行事なので、春分点を太

陽が通過する春分の日が毎年変わると困るので、現在使われてい

る暦（グレゴリウス暦）が作られる際、春分の日が３月21日か

らできるだけ外れないようにと考えられていますので、春分の日

はほぼ３月21日となっているはずです。 

春分の日は阿弥陀如来に最も近くなる日 

・仏教において、春分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈み

ますので、真西にみえる阿弥陀如来が最も近くなり、この日に真

西に向かって拝むことは、西方十万憶土を隔てた極楽浄土の東門

を拝むことになり、故人の霊を供養すると極楽浄土に成仏できる

といわれています。 

春分の日から黄道十二宮星座がスタートします 

・春分点は天球上の赤道と太陽が、一年かかって一周する天球上

の経路・黄道が交差する点であり、この春分点を起点として紀元

前150年頃に活躍したギリシャの天文学者ヒッパルコスが、五千

年前にメソポタミアで生まれた星座とギリシャ神話とを結びつ

けて、黄道十二宮を設定したのです。紀元前150年頃の春分点は

おひつじ座に位置していて、一宮（いわゆる一の宮）をおひつじ

座、二宮をおうし座、９月23日の秋分の日が丁度半分でてんび

ん座、…十一宮みずがめ座、十二宮うお座として 30 度ずつ 12

等分して十二宮十二星座ができたのです。太陽には大きな力があ

り、誕生日の時に太陽が位置していた星座には、それぞれの星座

の神がいて、その人の運命とか性格が左右されると考えられる占

星術が生まれたのです。 

・地球の地軸が23.4度傾いているため、春分点は約2160年の単

位で黄道星座のズレが生じていて、紀元前150年頃はおひつじ座

にあったのが、キリストが生まれた頃にはうお座に移動し、現在

はうお座にあり、近い将来みずがめ座に位置するようになるとの

ことです。 

誕生日には、誕生星座は見られません 

・３月21日春分に日に生まれた人はおひつじ座ですけど、実は

黄道星座のズレでうお座になっているのですが、夜には見られま

せん。それは昼間、太陽が昇っている時に出ているわけで、夜は

180度反対側にあるおとめ座が東の空に出てくるのです。この時

期、夜９時頃、おとめ座の一等星スピカの横に２年２ヶ月ぶりに

接近している真赤な火星が見られ、真南にはふたご座の近くに木

星が、夜12時頃になると東の空から土星が現れ、これだけ惑星

が揃って見られるのは珍しく、日光浴ならぬ、月光浴、星空浴と

いうことで、寒いですけど元気になること間違いありません。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

・3月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて  

1ドル 102円（現行どおり） 

◎ガバナーより 

・韓国第3600地区年次大会交換交流派遣学生募集案内 

   期  間  7月23日(水)～27日(日)の5日間の予定 

場  所  韓国第3600地区京幾道地域(ソウル近郊) 

募集人員  25名(各学校２名までの応募を認めます) 

負 担 金    60,000円 

申込締切  5月23日(金)必着 

◎ガバナー、地区大会実行委員長、地区大会会計長より 

  地区大会記録誌収支決算内容訂正 

◎濃飛分区ＡＧ、加茂東ＲＣ会長、ＩＭ実行委員長より 

   ・2013-2014年度濃飛グループ分区ＩＭ報告書 

◎美濃ロータリークラブより 

 ・第３６回インターアクト年次大会報告書  

◎米山梅吉記念館より 

・春季例祭のご案内 

日  時  ４月２６日(土) １４：００～        

場  所  米山梅吉記念館ホール 

◎高山市社会福祉協議会より 

・平成２６年度高山市社会福祉協議会第４回評議員会 資料 

◎飛騨高山国際協会より 

・平成２６年度飛騨高山国際協会実務者連絡会議 資料  

＜受贈誌＞ 

米山梅吉記念館(館報２３号) 

 

 

 

＜出席報告＞ 
区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 37名 0名 37名 50名 74.00％

本日 43名 － 43名 50名 86.00％
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＜本日のプログラム＞ 職業奉仕委員会 

会長  山下 明 
本日は飛騨千光寺 住職の

大下 大圓 様に卓話をお願い

しております。当初昨年秋に

ご講話を計画しておりました

が、七年に一度の開帳大法要

の時期とも重なり急遽中止と

なった経緯もあり、今回改めてお越しいただきました。 

大下様は1954年のお生まれ、12歳で出家されています。ご住

職のかたわら京都大学大学院、名古屋大学医学部などで教鞭を

とりつつ、東北での被災者の方々への支援活動、全国各地での

講演にて医療、福祉、教育における「スピリチュアルケア」や

「ケアする人のケア」、「瞑想療法」の普及を進めておられます。 

 本日は飛騨びとのこころと題してお話いただきます。どうぞ

宜しくお願い致します。 

飛騨びとのこころ～宿儺、円空と日本人の心性～ 

飛騨千光寺  大下 大圓 様  
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スピリチュアリティとスピリチュアルケア 

 東洋的伝統を保持しつつ近代的医療を展開するための精神性

とは、まさしく「スピリチュアリティ（spirituality）」のこと

である。スピリチュアリティやスピリチュアルの邦訳には「い

のち、霊的、たましい的、心性的、実存的、宗教的、人生の意

味」などの解釈がある。～中略～ 

 ＷＨＯ（世界保健機関）では、長年，健康の領域にスピリチ

ュアリティを導入するかどうかの議論をしてきた。ＷＨＯ憲章

の前文のなかで「健康」の定義を「病気や疾病の不在のみなら

ず、身体的（physical）、精神的（menta1）、スピリチュアル的 

（spiritual）、および社会的（social）福祉の力動的（dynamic）

な状態」と改訂する提案がなされているが、これは、現代人の

深い課題には従来の心理的ケアだけでは十分ではなく、存在価

値などのこころの深いレベルに基点をおいたかかわりやケアが 

必要であることを意味している。また、ＷＨＯの「ガンの緩和

ケアに関する専門委員会報告」（1983年）では，「“スピリチュア

ル“とは、人間として生きることに関連した経験的一側面であ

り、身体感覚的な現象を超越して得た体験を表す言葉である。

多くの人々にとって“生きていること“が持つスピリチュアル

な側面には宗数的な因子が含まれているが，“スピリチュアル“ 

は“宗教的“とは同じ意味ではない。スピリチュアルな因子は、

身体的、心理的、社会的因子を包含した、人間の“生”の全体

像を構成する因子とみることができ、生きている意味や目的に

ついての関心や懸念と関わっている場合が多い」としている。 

つまり、スピリチュアルの解釈には、信仰的心情や宗教的心情

がそのままスピリチュアリティを意味するものではないという

視点を重視しつつ、より高い精神性の営みをケアの場面に展開

する価値を強調している。 

 さらには、ケアの領域に宗教的ケアとスピリチュアルケアの

双方が大事であるという見解も見受けられる。国際疼痛学会で

は、痛みの定義を「不快な感性と情動体験（an unpleasant 

sensory and emotional experience associated）」（1986年）と

しており、心身の痛みの意味を示している。心身の痛みからの 

解放には EBM（evidence-based medicine ； 科学的根拠に基づ

く医療）と NBM（narrative-basedmedicine ； クライエントの

語りに基づく固有性を尊重した医療）の統合的ケアが求められ

る。ここで統合的な解釈を試みるならば、スピリチュアルケア

とは「スピリチュアルペインを内在し、あるいは訴えようとす

るクライエント（ケアの対象者）に対して、ケアを提供する側

（援助者、スピリチュアルケアワーカー、セラピストなど）が

ともにその実態を、自縁、地縁、法縁の統合的な領域から明ら

かにして、苦悩からの解放、解脱に至る営み」であるといえる。

また、ケアの提供者（援助者）自身の安寧のためにもスピリチ

ュアルケア・アセスメントを行うことは重要である。 

  

以上 日本看護診断学会・第17回学術大会報告 教育講演 

｢日本文化的スピリチュアルケア～日本人の深層意識に底在す

るいのち観～｣より抜粋 

 

 
 
 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●山下 明さん 

①飛騨千光寺 大下大圓 様のご来訪を歓迎して。スピリチュア 

ルケアから福祉ボランティアまで幅広く活動され超多忙な住 

職さんのスピーチ楽しみにしています。 

②先日の結婚記念日にお菓子を頂きありがとうございました。 

●寺田 昌平さん 

飛騨千光寺 住職 大下大圓 様、ご多用の中ご来訪いただき御

礼申し上げます。本日のスピーチ楽しみにしています。 

●伊藤 松寿さん､挟土 貞吉さん､新田 敬義さん､田近 毅さん､ 

平 義孝さん､斎藤 章さん､古橋 直彦さん､井辺 一章さん､ 

垂井 政機さん､向井 公規さん 

大下大圓 様のご来訪を歓迎いたします。スピーチよろしくお願

いいたします。 

●阪下 六代さん 

大下大圓 師ようこそお越し下さり誠にありがとうございます。

昨年は仁王門落慶等の大事業の成就おめでとうございました。 

●折茂 謙一さん 

①本日は大下大圓 さんようこそ。お話楽しみにしています。 

②3月25日は名古屋の白川ホールでアンドラーシュ・シフのピ 

アノ演奏を聴きました。ベートーヴェンづくしでとても元気 

づけられました。 

●井上 正さん 

千光寺住職 大下大圓 様のご来訪を心より歓迎申し上げます。

妻の実家が檀家というご縁もあり、折に触れてお寺の方にも伺

わせていただいております。本日は宜しくお願い申し上げます。

またソフトミニバレーボールも昨日より練習が始まり、私もウ

エアを新調し、出来るだけ参加いたしますのでぜひ皆様の参加

をお待ちしています。本日は所用にて13時に早退させていただ

きますので宜しくお願い申し上げます。 

●堀川 和士さん 

①14日卓話された高山市国際課の田中明氏は3人の子供が市の 

スピーチコンテストで全員海外へ派遣されたこともあり、久 

し振りの話が弾む中で、ニュージーランド帰りの末娘が、4月 

から高山市の外国人通訳案内人に採用していただきました。

②たった二人兄弟の弟が40年ぶりに高山へ帰って来る事になり 

ました。昨日の教職員異動に掲載されておりますが、斐太高 

校の校長に赴任します。堀川厚則と申します。雑用でもあり 

ましたら使ってやって下さい。 

●野戸 守さん 

18日のはぐるま会、ハンディのおかげで優勝しました。 

●中島 弘人さん 

高山へ赴任して6ヶ月が経ちました。新年度には支店開設15周

年を迎えます。宜しくお願いいたします。 

●大村 貴之さん 

先日長男が小学校を卒業しました。健康で6年間終えた事に感 

謝し、中学校でも頑張ってもらいたいです。 

●塚本 直人さん 

春になり気持ちもホッとしています。無事今年度も終わり、平

成26年度もしっかり仕事をしていきたいと思います。 
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