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   世界へのプレゼントになろう 

冬の滝  蜘手 康介 

高山西ロータリークラブ

＜会長の時間＞ 

本日のクリスマスが終われば、

あっという間に仕事納めと慌ただ

しい日が続きます。今年末から来

年初めにかけてはカレンダーの並

びが悪いようで、休みの日数が少

ない傾向にあるようです。 

私事ですが、仕事柄長期の休みは取りにくいのですが、いつか年

末年始のこの時期を京都で暮らしてみたいと願っております。 

本日12月25日は京都、北野天満宮の「終い天神」です。菅原道

真公をご祭神としておまつりする、全国12.000 社の天満宮・天満

社の総本山です。京都の人は親しみをこめて「北野の天神さん」と

呼ぶそうです。菅原道真公の誕生日である6月25日と、命日であ

る2月25日に由来して毎月25日に天神市が開かれ、特に本日12

月 25 日の市を「終い（しまい）天神」と呼ぶそうです。朝早くか

ら境内に、多くの露店が並び十数万の人で賑わいます。 

1 月 25 日は「初（はつ）天神」となる訳ですがこの日も「終い

天神」程の人出の様です。尤も私は菅原道真の祥月命日である2月

25 日の「天神市」が好きです。北野天満宮横の花街「上七軒」の

芸妓さんたちによる奉仕のもと開催される、華やかな野点と梅の盛

りを迎えた境内での華やかさが気に入っています。 

『東風吹かば にほいおこせよ梅の花 あるじなしとて』 

菅原道真公の有名な歌ですが、この続きは、北野天満宮で見た句は

「春を忘るな」でした。古典の時間に「春な忘れそ」と習いました

し「な」と「そ」は禁止を表すので「な」と「そ」の間にある「忘

れ」は忘れてはいけませんよと習いました。文献で一番古いもので

は「春を忘るな」だそうです。最古だからと言っても、どちらが正

しいか一概には言えない、どちらも正解と思います。 

次は大晦日です。東山区の八坂神社（八坂さん）にオケラ火を貰

いに行くそうです。八坂神社の神官は暮の28 日、桧にキリを立て

火をおこし、御神火として一年中絶やすことなく本殿にともします。 

大晦日の夜、この火にあざみに似た植物のオケラを焚き、これを神

前のオケラ灯篭に移します。オケラ灯篭から火縄（吉兆縄）に火を

貰う為に長い列が出来るそうです。参拝者は縄に火をともし、火が

消えてしまわないように、縄をくるくる回しながら家に持ち帰りま

す。ただ、今では各電鉄会社が安全のために「オケラ火」の持ち込

みを禁止しているので実際に持ち帰る人は近所の人に限られてい

るようです。年頭に八坂神社の氏神さまの火を頂き、この火で元旦

の雑煮を炊いて食べると、その年1年を無病息災で過ごせると言わ

れており、また、オケラはお正月に飲むお屠蘇の原料にもされます。 

年が明けますと初詣です。神社の数は「八幡」「稲荷」「天神」の

順に多いそうです。その全国に約3万社あるとされる稲荷神社の総

本宮が京都の伏見大社です。商人には商売繁盛の神様として、また

豊作の神としても信仰を集めています。また、伏見大社は最近では

外国人が選ぶ日本の観光地1位に選ばれました。朱色の鳥居が山の

上まで連綿と続く光景に神秘さを感じる人が多いと言われていま

す。 

京都では初詣ランキング1位の神社が伏見大社。因みに北野天満

宮は3位との事です。 

おまけに初夢を。先日、何かの雑誌だったかメディアで元大関の

「栃東」を見ました。H18（2006）1 月場所「栃東」の優勝以来、

日本人力士の優勝はありません。1月初場所で外人が優勝すると10

年間（60 回）も遠ざかっている事となります。今年はなんとか日

本人に優勝してもらいたいものです。 

 
 
 
＜幹事報告＞ 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・１月のロータリーレートについて 

 １ドル 120円（現行どおり） 

◎飛騨地区小中高生徒指導連携強化委員会より 

 ・平成28年度版「あったかい言葉がけ運動」カレンダーの送付について 

＜例会変更＞ 

高 山 … 1月 21日（木）は、職場訪問例会のため、 

ホテル高山アソシアリゾートに変更 

＜受贈誌＞ 

  ＲＩ事務局（会員増強詳細報告） 

 
＜出席報告＞ 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 29名 3名 32名 45名 71.11% 

本日 36名 － 36名 45名 80.00％ 
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＜本日のプログラム＞ 職業分類・選考委員会 

委員長  田近 毅  

推薦された候補者についての評価基準は 
① 職業人として評価の良い人 
② 出席義務を果たせるひと 
③ 協調性の有る人 
など社会的評価を考慮に入れ、その人格がロータリアンとして 
適当であるかを推薦者と共に十分調査し、その結果を理事会に報告する。 
 
会員の増減について 
表のように昭和 41 年の創立年度 会員 24 名、平成 5 年 68 名ピーク。現在 45 名。それに伴い活動費も減少しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 1966（S41） 1975（S50） 1985（S60） 1990（H2） 1993（H5) 1994（H6) 1995（H7) 1997（H9) 2005（H17） 2015（H27)

会員数（人） 24 48 59 64 68 67 66 65 50 45

年会費（万円） 4 10 21 24 26 28 28 30 26 26

総予算（万円） 182 622.6 1530.6 2105.4 2150.6 2297.3 2157.6 2294.6 1753.7 1360.7

奉仕活動費 71.5 180.9 415 631.8 552.5 552.5 552.5 598.5 335.5 249.8

親睦活動費 10.3 28 120 160 160 165 165 157 106 105
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最近数名の方が退会されると聞いております。 

40 名割ると予算減少となり活動できなくなります。会員が危機

感をもって是非新会員を増やしていただきたいと思います。 

 

会員各位がロータリーを説明するにあたり「ロータリーとは」

と、「ロータリーの歴史」のDVD を皆様にお渡ししますので、

会員増強にご活用下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 

田近さん、今日はご講話よろしくお願いします。期待していま

す。 

●野戸 守さん 

1980 年に入会以来 35 年の在籍

でした。その間会長を務めさせ

ていただき、皆さんには色々と

お世話になりました。年金生活

に入り体力も弱って限界と自覚

しました。今後ともよろしくお

願いします。 

●田邊 淳さん 

先日は家内の誕生日にステキなお花を頂きましてありがとうご

ざいます。夫婦円満でこれからも仲良く頑張ります。 

●内田 幸洋さん 

会長幹事、半年間素晴らしい会運営お疲れ様でした。後半戦も

頑張って下さい。 

●阪下 六代さん 

本年も皆様には大変お世話になりました。来年が皆様にとって

佳いお年でありますように。 

●田中 正躬さん 

今年も無事一年が終わりそうです。この事に感謝して。 

●塚本 直人さん 

今年も無事に結ぶ事が出来そうです。お陰様です。ありがとう

ございました。年男としての未年もあと少しとなりました。感

謝の気持ちをニコニコへ。 

●田中 晶洋さん､米澤 久二さん､伊藤 松寿さん､新田 敬義さん､ 

岡田 贊三さん､斎藤 章さん､田中 武さん､垣内 秀文さん､ 

中島 弘人さん 

Ｍｅｒｒｙ Ｘ‘ｍａｓ！今年ハッピーだった人もそうでない

人も、来年が良い年であります様に。 
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