東京八王子東ロータリークラブ

2019-2020
創立 ―― 1980.12.23
会長 ―― 平塚 德則
幹事 ―― 千葉 謙一

第1845回

例

会

ＲＩ会長
会 長テーマ

マーク・ダニエル・マローニー
ロータリーは世界をつなぐ

クラブ会長標語

日時：2019年10月 8日(火)

新しい時代こそ 一致団結！

会場：ザ・ビー八王子
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《会長スピーチ》
先程、こちらに向かって来る
時に、16 号と八王子駅南
口の道路、第六小学校の
ところで大きな事故が
あり車が横転していました。
皆さん、交通事故には気を
付けてください。私は今日
このあと、交通安全協会の集まり
がありますが、事故は交通安全運動期間中には少なか
ったようですが、その期間外になると事故が多発して
いるようでお気を付けください。

会員スピーチ

お祭りは
「おもてなし」
松宮 兼房 会員
皆さん、こんにちは。職業奉仕の話をしろというこ
とで、私は副委員長を仰せつかっておりますが、そこ
で私が文字通り、職業として携わっております「お祭
り」について話したいと思います。簡潔に申しますと
「お祭りとは、おもてなし」です。
大祭祀の式次第を読んでいきますと、
「当日、社殿を
装飾す。時刻宮司以下祭員献幣使総代及び氏子崇敬者
参進。これより先、手水の儀あり。次に宮司以下祭員
献幣使総代及び氏子崇敬者所定の座に着く。次に修祓。
次に宮司以下祭員献幣使総代及び氏子崇敬者所定の座
に着く。次に宮司一拝。
」この「宮司一拝」からあとに
出てくる「宮司一拝」までが「お祭り」です。初めの
「宮司一拝」は、これから祭典を始めますというご挨
拶です。
「次に宮司御扉を開き、おわりてかたわらに候
す。次に宮司もしくは禰宜以下本庁幣を献ず。次に権
宮司もしくは禰宜以下祭員神饌を供す。次に宮司祝詞
を奏す。この間諸員平伏。次に宮司もしくは禰宜以下
本庁幣を献ず。次に楽を奏す。次に宮司玉串。おわり
て権宮司もしくは禰宜以下祭員列拝。次に献幣使玉串
を奉りて拝礼。随員列拝。次に氏子総代玉串を奉りて

平塚 德則
今月 25 日に地域密着型奉仕事業、第四小学校で
第 2 回目、秋の花植え事業がありますので、大勢の
方のご参加をよろしくお願い申し上げます。今日お
配りしたいと思っております「日本ロータリー100
周年記念バッジ」は限定品だそうです。来年 100 周
年になりますので、皆さんどうぞご利用ください。
来月には東京飛火野 RC さんとの合同例会も控え
ています。催し物をいろいろと企画をしていますの
で、是非大勢の方の参加をお願いします。今日は少
人数で残念ですが、大勢の参加をよろしくお願いし
ます。
拝礼。氏子崇敬者列拝。次に権宮司もしくは禰宜祭員神
饌を撤す。次に宮司御扉を閉じて、本殿に復す。次に宮
司一拝。
」これで、祭典は終わります。
この中で、注目したい点がいくつかあります。まず「次
に宮司もしくは禰宜以下本庁幣を献ず。」です。ここは、
戦前の「国家神道」と戦後で変化が見られます。私ども
の子安神社は郷社という社格だったものですから、八王
子市長が御幣物を持って、神社に供えて、そして祭祀を
総領したのです。次に、
「どこでもてなしているか」とい
うことですが、それは「次に権宮司もしくは禰宜以下祭
員神饌を供す。この間奏楽。
」です。神様にお供え物を奉
っているんです。その間雅楽が演奏され、巫女舞がある。
私たちも贅沢な食事というと音楽を聴いたり、躍りを見
たりしながらということがあると思います。宮司の祝詞
はお客さんと話をするということ。その後の玉串は我々
は神様に感謝の気持ちでお祀りをしているのです。
さて、11 月 14・15 日に大嘗祭が執り行われます。大
嘗祭というのは、御一代に一度だけです。日本古来の大
嘗祭の箸で陛下が神様に料理を取り分けて差し上げるん
です。大嘗祭の時には大嘗宮というのが建てられて、そ
の中で儀式が行われます。毎年の新嘗祭と違って、大嘗
祭は夜中から始まって、明け方に終わるという大変長い
お祭りです。その時に料理を運んだり、天皇陛下のお手
伝いをするのが采女という諸役の女の子です。その装束
が子安神社の舞で使っております、采女装束です。運ば
れてくる料理もその作法も一般のものとは全く違ってい
ます。美しい所作ではありますが、お酌はやっぱり一般
的な方が美味しくいいただけますね。
このようなお話が沢山ありますが、もうスピーチの終
了時間が来てしまいましたので、本日はこの辺で。

本日の式次第
◎開 会 点 鐘
平塚德則 会長 (12:30)
◎ロータリーソング
「我らの生業」
◎お客様のご紹介
平塚德則 会長
◎会長スピーチ
平塚德則 会長
◎幹 事 報 告
千葉謙一 幹事
◎委員会報告・他
・会員スピーチのお願い
近藤義之 職業奉仕委員長
・花植え事業の案内
小嶺和昭 社会奉仕副委員長
・イーストパーゴルフコンペ案内 馬見塚潔 イーストパー会長
・SOS色紙、フードドライブ 橋本幸一 貧困の連鎖研究委員長
◎会員スピーチ
松宮兼房 会員
◎閉 会 点 鐘

◎幹事報告

千葉 謙一 幹事
① 10/29(火)例会時再度実施「赤い羽根の共同募金」
②「SOS 子どもの村よりお礼の寄せ書き」を回覧
③ 例会場ポストに配付
・
「ガバナー月信 10 月号」
・
「ＩＭのパンフレット」

④「東京八王子東ＲＣ創立 40 周年記念事業」について
⑤ 次回例会は 10/29(火) 夜間 2 回例会
例 会 (18：00-20：00)
会 場：八王子ホテルニューグランド

【メークアップ】
馬場れい子会員・水長秀彦副幹事
第 4 回 地区幹事会

平塚德則 会長 (13:30）

◎ニコニコ箱 髙見澤 幸也 会員
円)
◎出席報告
髙原 一郎 会員

15 名：計 49,000 円

(10/8)

累計 674,502 円 (年度予算 1,500,000 円)
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１６名

55.17%

１３名
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《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 また台風発生！19号が今週末に関東地方
方面に上陸予定です。そなえを充分に致しましょう。
千葉謙一君 本日は、松宮様の会員スピーチをとても
楽しみにしております。
有川寿夫君 息子が結婚しました。親としての責任は
終わり、心残りが無くなりました（笑）。
加藤 登君 松宮宮司のスピーチ楽しみです。八王子駅
で新潟物産展をやってました。日本酒がずらり、つい
つい足が運んでましたが。試飲コーナーが無く残念。
小嶺和昭君 19号が猛烈な勢力で週末に接近とのニュ
ースが流れています。史上5本の内に入る大型です。
転ばぬ先の杖といいます。心掛けを充分に。
近藤義之君 松宮会員のスピーチ楽しみにしておりま
す。又、10月29日のスピーチ講師を募集して居ります。
佐藤武文君 ここでようやく会員数が30名になる予定
です。今年度の増強予定は会員数35名としています
ので、あと5名皆様のご協力をお願いします。
高原一郎君 八王子駅北口のマルベリーブリッジ鉄骨
の組立が半分完了しました。ニコニコです。
戸塚万豈君 本日は、松宮宮司さんのスピーチをあり
がたく拝聴させて戴きます。
《10 月の予定 》経済と地域社会の発展月間
米山月間
1 日(火) 理事会、夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
8 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
15 日(火) 2 回例会振替休会
22 日(火) 祝日休会
29 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド

高見澤幸也君 先日あるボランティアの代表の方に
「自己満足のボランティアでは難しいですよね。
」
と言ったら嫌われました。私悪かったでしょうか。
時代の変化の中でのボランティアとはどうしたら
良いのでしょうか。
中川常彦君 この度、八王子市より保護司功労で表
彰されました。ありがとうございました。
橋本幸一君 やっと秋らしくなりましたね。季節の変
わり目カビなどに気をつけて下さい。
松宮兼房君 職業奉仕ということで、日ごろ勤めて
おります「おまつりはおもてなし」と言うことで
お話しさせていただきます。
水長秀彦君 本日は地区に出席の為、例会は欠席と
なります。司会が出来ず残念です。佐藤副幹事、
司会を宜しくお願いいたします。また松宮さんの
会員スピーチが聞けずに残念ですが、ICレコーダ
でお話を聴かせていただきます。
山本武司君 仕事は暇なのに、ゴルフ、旅行、飲み会、
観劇、バイキング等どうしてこんなに忙しいのでし
ょう？いいかげんいやになります。いい事なんか、
何もありません。
《11 月の予定 》ロータリー財団月間
5 日(火) 理事会・夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
7 日(木) 多摩南グループＩＭ
会場：ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ東京町田
12 日(火) ＩＭの振替休会
19 日(火) 東京飛火野 RC 合同夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
26 日(火) 2 回例会振替休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
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