
  

                                         

     

 

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   古橋 直彦 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     塚本  直人  

                               

 

   世界へのプレゼントになろう 

もみじ   

蜘手 康介 

高山西ロータリークラブ

No.2419 例会 平成 27 年 11 月 6 日

お祝い・ 

50 周年 

実行委員会 

＜会長の時間＞ 
5,000匹の金魚が巨大金魚鉢や屏風、

着物をバックに見る事ができるエン

ターテイメント性の高いアートアク

アリウムを観賞されたかたもおいで

と思います。私は昨年、京都二条城で

の開催時に見てきました。丁度、その日11月5日は後の十三夜と

報道され、金魚と月のコラボを二条城で観賞、観月しました。 

十五夜とか十三夜は聞いたことがありますが、後の十三夜とは

なんなのでしょうか？まずおさらいで、旧暦8月15日が中秋、旧

暦7.8.9月が「秋」ですので、その丁度真ん中の8月が「中秋・中

仲」といわれています。平安の昔から日本人は湿度が下がり、空気

が澄み渡って、また丁度いい高さにある月をめでることが、ことの

ほかこのまれました。 

次に十三夜とは、旧暦8月15日の十五夜に対し「後の月」と呼

ばれ、日本では旧暦9月13日に月見をしていました。新暦では10

月中旬から11 月上旬にあたり、まんまるの満月ではないものの、

十五夜に次いで美しいとされるお月様です。 

ところが、昨年はもう一度、十三夜が回って来ました。十五夜、

十三夜に続く、3 回目の名月です。「後の十三夜」とはどういう事

なのでしょうか？ 

答えは閏月だそうです。旧暦では、月の満ち欠けのサイクルで、

ひと月を決めています。ひと月は必ず新月（月の始め、一日目とい

う意味で月が見えない状態）から始まり満月そして再び新月に戻り

ます。新月から新月までが約29.5日、ですから1ケ月が29日の月

と30日の月が交互に訪れ12ケ月で1年、29.5日×12で354日そ

れが1年です。当然365日-354日＝11日の差が生じます。新暦に

比べ1年が11日間も少ないので、どんどんずれていってしまい3

年に一度そのずれを補正するために、閏月を入れました。ただ、入

れる月は一定のルールに基づいて、計算されていまして、前回は

2012 年 3 月の次に閏3 月が挿入されました。今回の様に閏月を9

月に挿入されるのが171年ぶりなんだそうで、つまり9月が2回ま

わって来た訳です。その挿入された9月の13日を後の十三夜と呼

び、その年だけはもう一度、お月見をするそうです。それが、昨年

11月5日でした。 

だだ、これは少し考えると、旧暦と新暦との違いだけで毎年起き

ている事じゃないの、呼び方だけじゃないのと思われます。それで

も、日本人らしく優雅な気分で心豊かな気持ちで月見を楽しみたい

ものです。 

最後に「月々に月見る月は多けれど月見る月はこの月の月」 

この歌の終わりの「この月の月」とありますが「この月の月」の最

後の「月」はムーンの月なのかまたはマンス・暦の月なのか 

① 毎月毎月、月をみることができる月は多いけれど、月を見る

価値がある名月は、今月の月（空の月）です。 

② 毎月毎月、月を見ることができる月は多いけれど、月を見るの 

に適した月は、この名月ができる今月（暦の月）です。 

 

＜幹事報告＞ 
 ◎ＲＩ日本事務局より 

 ・11月のロータリーレートについて 

 １ドル 120円（現行どおり） 

◎地区会員増強部門より 

 ・｢15－16年度会員増強研修セミナー｣日程変更のご案内 

◎はぐるま会 会長より 

今年度はぐるま会予定についてご案内   

第１８１回    平成２８年 ４月 ３日(日)    

第１８２回    平成２８年 ５月１５日(日)  

第１８３回    平成２８年 ６月１２日(日)  

場所 全回とも飛騨高山カントリークラブにて 

※過日連絡の１１月コンペについては、地区大会日程と重なるた 

め中止とします 

＜受贈誌＞ 

ＲＩ日本事務局（財団室NEWS） 

 
 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞ お祝い 
◎会員誕生日 

山下  明   １１． ３ 

     田中 晶洋   １１． ６ 

住田 泰典   １１．１９ 

（当日欠席） 

菱川 正臣   １１． １ 

垂井 政機   １１．１０ 

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 45名 80.00% 

本日 38名 － 38名 45名 73.33％ 
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◎夫人誕生日 

     小森  丈一   映子  さん    １１．１７ 

折茂  謙一   佑子  さん   １１．  ３  

     岡田  贊三   芳子  さん   １１． ６  

田近   毅   薫   さん   １１．  １   

     伊藤  松寿   早苗  さん   １１．２０ 

     阪下  六代   惠子  さん   １１．１４   

     鴻野  幸泰   尚美  さん   １１．２８ 

中島  弘人      吏加  さん   １１．１３ 

◎結婚記念日 

     平  義孝   Ｓ３５．１１． ３ 

     田中  武   Ｓ４５．１１．１８ 

     田中 正躬   Ｓ４５．１１．２９ 

米澤 久二   Ｓ５７．１１．２０ 

     垣内 秀文   Ｓ６０．１１． ４ 

下屋勝比古   Ｈ ３．１１． ４ 

向井 公規   Ｈ１７．１１． ６ 

(当日欠席) 

小森 丈一   Ｓ３９．１１．１１ 

西村 直樹   Ｈ１１．１１．２７ 

 

◎出席表彰 

    田中 武 

        １２年 

◎在籍周年記念表彰 

      ナシ 

 

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿   ・井辺 一章   ・杉山 和宏  ・田中 武 

・米澤 久二 

 
 
 
 

創立５０周年記念実行委員会 
実行委員長     

脇本 敏雄 

本日「50 周年記念実

行委員会」の総括最終報

告となりますので、財務

部長の挾土さんより決

算報告をさせていただ

きます。 

 なお、記念誌につきま

しては、原稿作成等があり年明けの発行となります事をご了承

いただきたくお願いします。 

 

 

財務部会長     

挾土 貞吉 

先週 10/30(金)職場訪問例

会の当日、高山美術館に於

いて古橋会長のもと臨時

理事会が招集され、会計の

私挾土と米澤久二氏と2人

が、会計報告書(別紙)にもとづき関係帳簿、証拠書類等提出の

上、事細かに説明し理事会承認を得ています「高山西RC創立50

周年記念行事会計決算」について報告をさせていただきます。 

「五耀会」を見に来て頂いた、高山市民始めとする何方様から

も素晴らしかったと喜ばれ特に我がクラブ大先輩や歴代会長さ

ん達が、品格のある記念行事、式典、祝賀会であった、ご苦労

さん良くやってくれたとお褒めの言葉をかけていただき私は西

クラブらしい素晴らしい創立50周年になったと思っています。 

正直最初は、実行委員会で「五耀会」の決定や予算決めにおい

て、右往左往し財務を預る立場の私は赤字を出しては困る、と

の思いでおりましたが、その後実行委員会および会員の皆さん

が協力また努力し知恵を出し、加えて一番心配だったチケット

販売も皆さんの協力で多額円売り上げていただきました。会場

も予想以上の入りで大成功となり、赤字を出す事なく会計報告

できた事、財務を預った私は今、ほっと胸をなでおろしている

ところです「良かった良かった」の一言に尽きます。 

小森さんより前にニコニコが出ていましたが『最後良ければよ

べて由』で、本当に皆さんご苦労様でした。ありがとう御座い

ました。あとは60周年、100周年が更なる発展のもと盛大に行

われますことを心より祈念申し上げまして会計報告とさせて頂

きます。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●五耀會 花柳 寿楽 様、花柳 基 様 

高山西ロータリークラブのみなさま、創立五十周年おめでとう

ございます。このような素晴らしい節目に私どもをお呼び下さ

り、またみなさまにお目にかかれましたこと、心より嬉しく思

っております。歴史と文化の街 飛騨高山で舞台に立たせていた

だき大変光栄に存じます。ささやかではございますが、この幸

せな気持ちをニコニコボックスに入れさせていただきます。高

山西ロータリークラブのますますの発展を祈念し、また、みな

さまとご一緒できます日を楽しみにしております。どうもあり

がとうございました。 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 
11月に入りお陰様で年度の3分の1が過ぎました。また本日か

らは 2016-17 年度役員理事候補者の掲示もなされました。いよ

いよ井辺年度の準備も始まりましたので、確実にバトンが渡せ

ますよう皆様のご協力の程お願い致します。 

●井辺 一章さん、堺 和信さん 

本日 2016-17 年度役員理事候補者を貼り出させていただきまし

た。次年度1年間宜しくお願い致します。 

●折茂 謙一さん 

11月3日妻の誕生日に綺麗な花を有難うございました。 

●鴻野 幸泰さん、内田 幸洋さん 

先日の職場訪問例会に沢山の皆さんに参加いただき誠にありが

とうございました。向井さんには色々と気を使って頂き本当に

ありがとうございました。 

●田中 晶洋さん  

本日めでたく(?)48歳の誕生日を迎えました。まだ見ていません 

が誕生日のプレゼント有難うございます。今朝会社の朝礼で社 

員からブックカバーを貰いました。ありがたく嬉しい日です。 
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