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   世界へのプレゼントになろう 

氷結の湖  蜘手 康介

高山西ロータリークラブ

 ＜会長の時間＞ 
来週は早くも節分、翌日は立春

です。 

この頃になると禅宗系のお寺に

「立春大吉」の札が貼り出されま

す。昔は「暦の上での 1 年の始ま

り」と「生活上の 1 年の始まり」

は別のものと考えられていました。ですから節分に豆をまき一年の

厄を払い、翌日の一年の始まりに厄が来ませんようにと願いを込め

て「立春大吉」の札を貼り出したそうです。 

さて、平安時代の初期から大晦日12月30日（旧暦）の宮中でお

こなわれている年間行事で鬼払いの儀式「追儺（ついな）」があり

ます。「追儺（ついな）」の行事は「鬼やらい」とも呼ばれ現在の節

分の元ともされています。疫病などをもたらす悪い鬼を退治する行

事で、我が国でこの追儺の行事が行われたのは文武天皇（もんむて

んのう）の時代706年、諸国に疫病が蔓延し、多くの死者が出たの

で大いに「鬼やらい」したと書物にも書かれています。宮中では、

役職に仕えている者が鬼の姿をして災害や疫病などの災いに見立

て、また、黄金の仮面に盾（たて）と矛（ほこ）をもった者が豆を

撒きながら悪魔や悪い鬼を追い払い新しい年を迎えたといいます。 

江戸時代になると、民間で広く行われるようになり、現代では各地

の神社で節分に豆まきをして鬼を追い払う儀式だけがおこなわれ

るようになったと言います。豆まきは中国からそのまま伝わったと

いわれています。我が国にも米をまいて悪霊を払う祈祷の様なもの

がありましたので容易にうけいれられたようです。 

また、節分には昔から鰯の頭を柊（ひいらぎ）の枝に刺して、鬼

門や玄関にはさむ風習があります。悪い鬼は鰯のくさいのと、柊は

「鬼の目突き」といってトゲがあるので逃げだすと言われています。 

鬼は寅のパンツをはき、牛の角を持っていますが鬼門とは北東 丑

寅の方向を言うそうです。 

豆撒き・節分・鬼やらいは節分行事の季語で、多くの句が詠まれ

ています。 

・節分の豆がころがる勝手口 

・多賀大社豆撒く顔の誇らしげ 

・節分の鬼をいたはる「鬼ころし」 

・・慰労会で「鬼ころし」を飲むのですか？ 

・鬼やらい笑って逃げる幼児かな 

・成田屋は東西南北鬼やらい 

もう一つ、節分に関する話です。日本アカデミー賞をはじめとす

る数々の映画賞に輝いた「Shall we dance？」その監督の周防正行

（すお・まさゆき）氏が2014 年に「舞妓はレディ」という題名の

映画を製作発表しました。「舞妓はレディ」はオードリー・ヘップ

バーン主演の「マイ・フェア・レディ」のもじりで、ストーリーも

きつい訛りの少女が舞妓になりたいと京都のお茶屋に突然訪れ、様

子を見ていた馴染み客と言語学者が賭けをして、彼女を舞妓に育て

上げたら、言語学者が自分のお茶屋遊び代を馴染み客に面倒をみて

もらうといったストーリーで、こちらも「マイ・フェア・レディ」

によく似ています。 

この物語は京都の花街で節分の夜、芸妓・舞妓たちがお化けの仮

装に身を包み馴染みの旦那と座敷にいる処から始まり一年後の節

分の夜がラストシーンです。京都を中心に江戸時代から行われる節

分の夜の「お化け」とは、舞妓や芸妓が節分の夜に仮装をするお祭

りのようなイベントで、冬から春に変わり目の厄払いの行事で、普

段とは異なる装いに化けるのは、鬼や禍をやり過ごすためと言われ

ています。特に京都では、祇園、先斗町、宮川町、上七軒などの花

街で行われる華やかで面白い催しで、日頃、艶（つや）やかな芸妓

姿を披露するおねえさんたちが、この夜は、美男子に男装したり、

時代劇やスポーツ選手、また海外の民族衣装など通常とは違う様々

な扮装でお客をもてなします。 

アメリカにはハロウィン、ヨーロッパにはカーニバルがあるよう

に、日本でも節分お化けがありました。残念ながら一般にはあまり

知られていないイベントです 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーエレクトより 

・国際協議会より2016-2017年度 

ＲＩテーマ発表のご報告 

「Rotary Serving Humanity」 

人類に奉仕するロータリー 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・２月のロータリーレートについて １ドル １２０円（現行どおり） 

◎飛騨高山国際協会より 

 ・シビウ国際演劇祭 国際ボランティアスタッフ募集について（ご案内） 

＜受贈誌＞ 

関中央ＲＣ（第３８回インターアクト年次大会報告書）、 

ガバナー（セミナー報告書）  

 
 
 

＜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 1名 30名 41名 73.17％ 

本日 31名 － 31名 41名 75.61％ 
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＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリー 

 
親睦活動委員長  井上 正 

親睦委員会では会員同士のつな

がりの機会を通じ、好意と通常

を深め、ロータリアンとしての

末永い絆を造り更なる相互理解、

並びに円滑なクラブ運営に寄与

できることを目指し、８月７日

桜山八幡宮にて開催しました「納涼浴衣例会」を、そして、当

初計画にはございませんでした「台北東海ロータリークラブ歓

迎例会」をひだホテルプラザにて担当し、また、先日開催いた

しました「新年家族例会」をホテルアソシア高山リゾートにて

担当し、４８名の皆様にご参加いただき、二次会も多くの皆様

にご参加いただきました。 

委員会メンバーも設営や余興を通じ好意と友情を深め、更に５

月に開催されます「新緑例会」に多くの会員の皆様にご参加い

ただけますよう、一同しっかり設営させていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

職業分類・選考委員長 

田近 毅 

2015年12月25日に、職業分類・

選考委員会担当例会を行いました。 

会員選考基準について、出席義

務を果たせる人に入って頂くよう，

強調しました。会員の推移につい

て、創立時24名、平成5年68名、現在45名今後も減少すると

思うので是非とも会員増強して頂くようにお願いしました。会

員増強の為に役立てて頂く為、“ロータリーとは”、“ロータリー

の歴史”のDVD を見て頂きました。 

 

 

ロータリー情報委員長 

内田 幸洋 

２月１２日の担当例会は、仏

師の高田慈眼氏をお迎えしての

スピーチを予定しています。 
新会員のためのオリエンテー

ションを４月に予定しています。当日は委員会メンバーと会長

幹事にご参加いただく予定です。 
職業奉仕委員長 鴻野 幸泰 代理 副委員長 内田 幸洋 
基本方針は「職業奉仕について話しあう機会をより多く作り

だす」です。 
計画として、昨年１０月３０日に職場訪問例会を飛騨高山美

術館にて行いました。館長の向井鉄也氏よりスピーチをいただ

き、その後学芸員の方から館内を案内して頂き説明を受けまし

た。会員の向井公規さんには色々とおもてなしをして頂き有難

うございました。 
４月８日に担当例会の予定です。会員の皆様方の中から４～ 
５名の方にスピーチを頂きたく思いますのでどうかよろしく

お願いします。 
 

 

 

 

出席・プログラム委員長 

      新井 典仁 

出席プログラム委員では、基

本方針として出席率の向上を目

指すという事がありますが、今

年度の上半期は残念ながら、出

席率が大幅に低下しております。 

概ね、60%～70%前後で推移しております。原因の一つとして考

えられる事が、メークアップをされていないという事ではない

かと思います。以前は、事務局の方で自動的にメークアップを

設定して頂いておりましたが、これからは欠席される際は、ご

自身から事務局の方にメークアップをお伝え頂かないとメーク

アップがされませんので、ご注意頂きたいと思います。 

それと、遅刻や早退に対するファインですが、一部徴収でき

ていなかったりと曖昧になっている所があるかと思いますので、

これからはきちんと確認して徴収させて頂きたいと思います。 

最後にプログラムのスムーズな進行の為の各委員長との連携

ですが、これからは密に連絡を取らせて頂き、なるべく早い時

期から担当例会の内容等、しっかりと確認させて頂きたいと思

います。 

宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

 

 

社会奉仕委員委員長  

代理  副委員長 阪下 六代 

       

向井公規社会奉仕委員長が、急

遽欠席のやむなきに至り、副委

員長の私に次のようなメッセー

ジを託されましたので、代読を

させていただきます。 

１ 上半期の活動報告 

  ８月２日に第64回高山西ロータリークラブ杯ソフトミニバ 

レー大会を開催いたしました。当クラブからは、チームはぐ 

るまとして１チームが参加しました。 

  ９月１１日には、山王フラワーズのメンバー様とともに、 

合同の慰労会を行わせていただきました。 

  ８月２１日の担当例会において、当クラブ会員であり花里 

まちづくり協議会会長を務められる門前庄次郎さんより、「協 

働のまちづくり」への想い、そして、それを推進していくた 

めの「組織づくりと活動」について卓話をいただきました。 

２ 下半期の活動予定 

  ３月に第65回高山西ロータリークラブ杯ソフトミニバレー 

大会を開催する予定です。 

  ８月は社会奉仕をテーマにした卓話をいただきましたので、 

３月２５日の担当例会においては、健康（ヘルス）をテーマ 

にした卓話を、委員会の田近毅さんのご協力のもと、岐阜県 

訪問介護ステーション連絡会会長の野崎加世子様よりいただ 

く予定でいます。 

 
 
環境保全委員長 長瀬 達三 
 代理 副委員長 塚本 直人 
3月11日に担当例会を行う予

定です。市役所環境政策部部長

の講演を計画しています。昨年

に引き続き、高山市の新エネルギ

ーヴィジョンについて学びます。 
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雪が解け、穏やかな気候になった５月に、高山市原山地区に

て新緑環境散策を計画しています。親子でまたは、お孫さんと

一緒に自然に親しむ機会を作ります。ご都合をあわせていただ

き、是非参加してください。 
 

 

青少年育成委員長 

       大村 貴之 

前期の活動報告として、９

月１１～１３日に行われまし

た高山あすなろ会主催の小中

学校木工コンクール作品展協

賛20,000円。高山西ロータリ

ークラブ会長賞として３作品

が選ばれました。次に、高山市スポーツ少年団に協賛50,000円。

12月6日 少年団大会が行われ、古橋会長にも出席いただきま

した。 

今後の活動計画として、2月13日(土)『高山市キャリア教育

を考える会 出前講座』を13名の会員講師とともに日枝中学校

で行います。 

今年も『義務教育課程９ヵ年皆出席表彰』を継続し、先日校

長会にて協力のお願いをしてまいりました。3月4日の例会時、

校長会代表の校長先生にお越しいただき代理授与と講話をして

いただきます。 

 

 

国際奉仕・友好クラブ委員長 

     伊藤 松寿 

 本年度は、国際交流・友好をよ

り一層深めるため、当クラブの創

立５０周年に友好クラブである台

北東海ロータリークラブの会員、

家族の招聘に努力することを最大

目標とした。 
 前年度、平国際奉仕委員会前委員長のもとで台北東海ロータ

リークラブの創立２０周年に４月２３日より２５日までの３日

間、当クラブより多数参加し、招聘に努力した結果、創立５０

周年記念式典の前日の１０月３日にひだホテルプラザで行われ

た「合同例会」には、台北東海ロータリークラブからは笹谷会

長以下、３４名が、また台北の錫口（ｼｮｰｺｰ）ロータリークラブ

から４名合計３６名の参加を得た。 
 続く、１０月４日の記念事業、記念式典、記念祝賀会にも全

員ご参加いただき、友好と交流の輪を存分に広げられたと思う。 
 

 

ロータリー財団委員長 

     山下 明 

基本方針 

①R財団への理解を深め、一人150

＄以上の寄付を募り財団に寄与す

る。 

②ポリオ撲滅活動の推進。 

主な活動 

①特別会費として、年2回（上期1万円、下期1万円）送金す

る。 

②ポリオ撲滅のため、一人.1000円のお願い。 

…11月13日担当例会時に財団箱を回し、寄付総額3万2千円 

を地区ロ－タリ－財団に送金する。 

③財団理解のための卓話を11月13日行う。 

…R財団部門資金推進小委員会委員長で、津RCの辻 正敏氏に 

卓話をお願いし、ロ－タリ－財団について詳細に話をして頂 

きました。 

 

 

米山奨学委員長 

       挾土 貞吉 

１．10 月 23 日、地区委員長

の後藤博美氏を招いて米山記

念事業と寄付金制度について

卓話を頂きました。詳細は当

日の会報を今一度読み直して

ご理解いただきたい。 

２．クラブ計画書の21ページに米山功労者名簿があります。 

これを見ていただき、どのランクにもお名前の無い方、また立 

場上もう少し寄付しないと気になる方進んでのご寄付をお願

いしているところです。 

３．11月13日、50周年の戻し金が皆さんの手元に入った時、 

私委員長の立場で会長、幹事さん始め皆さんにこの金、米山に 

回してくださいとニコニコでお願いしましたところ何人か様 

からご寄付を頂きました。ありがとう御座いました。 

まだのお方まだまだ5月まで余裕がありますので宜しくお願 

いします。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●高山中央ＲＣ 仲谷 政美 様 

久しぶりのメーキャップです。 

よろしくお願いします。 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 
中央ＲＣ仲谷政美様のご来訪を歓迎

いたします。新年家族例会、大変楽しいものになりありがとう

ございました。 

親睦委員の皆様大変御苦労様でした。また今年度も後半になり

ました。あいかわらずよろしくお願いします。 

●井上 正さん 

遅くなりましたが1月16日の新年族例会には多数のご出席を戴

き、また二次会にもご参加下さり誠にありがとうございました。

また余興では多くの玉串料ならびにミコミコ BOX を頂戴いたし

ました。玉串料は更なる親睦委員会の好意と友情を深めるため

に、ミコミコ BOX はニコニコ BOX 年に全額寄付させていただき

ます。5月の新緑例会はボーリング大会を計画しておりますので、

多数のご参加を戴きますようよろしくお願い致します。 

●平 義孝さん 

1月31日（日）朝10:00～11:45メーテレ（名古屋テレビ）「極

上旅のすすめ」という旅番組で山都印刷の「ひだっちマガジン」

が高山のＰＲをします。富士山との対決ですのでご覧いただき

是非高山に一票Ｄボタンで入れて下さい。 

●田中 晶洋さん､岡田 贊三さん、米澤 久二さん、遠藤 隆浩さん 

10 年ぶりに大相撲で日本人力士、大関琴奨菊が悲願の優勝を果

たしました。日本人力士頑張れ!の気持を込めて。 
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