
第２３３６回例会報告議事録
日時　２６年４月２２日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	なし

２０名出席（全員で２６名）　出席率７６.９％
塩毛委員長出席報告

　先週は合同例会に出席していただき、ありがとうございました。日中はゴル
フをやり、スコアはよくなかったのですが、会長の年に優勝させていただき本
当によかったです。５年目で会長をやらせていただき、こういう経験をさせて
いただいたおかげで他のクラブの方にも少しは顔を覚えていただいて、いい
一年を越えられるのかなと言う気分になりました。
　２９日には次年度の地区協議会が行われます。ご協力の程よろしくお願い
致します。

　２０１３年の手続き要覧がお手元にあると思いますが、一読して頂き、理事会や新入会員のオ
リエンテーションに役立てていただきたいと思います。

米田会長会長挨拶

お名前 メッセージ 金　額
荒井幹事 息子が小学校に入学しました。 ５,０００円　
伊藤会員 ケガには気を付けましょう。 １,０００円　
井上会員 結婚６０周年４／２を迎えました。 ３,０００円　
佐藤会員 ７人目の孫が一年生になりました。 １,０００円　
鈴木会員 ニアピン２本いただきました。 １,０００円　

高島会員 上毛倶楽部の私の講演会に当クラブ瀧日会員、丸田会員、
依田会員が出席してくださいました。 １,０００円　

瀧日会員 ２７９０地区親睦ゴルフでシニアレディスの部門で優勝しました。
ニアピンも１個取りました。 １,０００円　

丸田会員 分区ゴルフ大会で柏南会長賞を頂きました。 １,０００円　
米田会長 合同例会ゴルフで優勝しました。 ３,０００円　

当 日 計 １７,０００円　
今期累計 ４３９,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

　来週火曜の祝日に幕張のアパホテルで２７９０地区の協議会が開催されま
す。登録開始は９時、点鐘１０時です。午前中が全体会で、午後に各部会別の協
議会が最長で４時まで行われます。
　会長部会に上村文明会長エレクト、幹事部会に服部。職業奉仕部会の上村
晃一会員がご都合が悪いのですが後任の方がまだ決まっておりません。管理運
営部会に小池会員の代理で伊藤会員。エントリーが終了しており名札が作成
済みですので、小池さんの名札をつけていただきますようお願い致します。管理

運営部会に松本会員のエントリーですが塩毛会員。会員増強は村越会員。広報公共部会は丸田会
員。奉仕プロジェクト部会は野田会員の代理で米田会長、奉仕プロジェクト部会の国際奉仕の方
は瀧日会員。青少年奉仕部会は依田会員のエントリーですが荒井幹事。ロータリー財団部会が佐
藤会員。米山奨学部会が鈴木会員の代理が決まっておりません。現在お二人不足しています。ご都
合のつく方がいらっしゃいましたらご出席お願い致します。
　会場へは車を３台出して３、４名ずつ同乗して行きたいと思います。配車については後日ご連絡し
ます。どうぞよろしくお願い致します。

服部幹事エレクト地区協議会について

・例会会場変更のお知らせ
	 柏ＲＣ	 ５月７日（水）の例会からザ・クレストホテル柏に変更
・例会変更お知らせ
	 柏ＲＣ	 ５月２１日（水）→２２日（木）公開例会に変更
	 	 場所：ザ・クレストホテル柏
	 	 会場：１８：３０〜
	 	 点鐘：１９：００
　　　　　　　　卓話者：おしどりマコケン（よしもと興業）
　　　　　　　　　　　「情報の伝わり方・伝え方・受け取り方」
	 柏西ＲＣ	 ４月１８日（金）
	 	 →４月１６日（水）第１０分区親睦ゴルフ及び合同例会に振替
　　　　　　５月２日（金）休会
	 松戸北ＲＣ	４月２９日（火）・５月６日（火）休会
	 	 ５月２０日（火）第１２分区親睦ゴルフ大会の為移動例会
	 	 １２：３０点鐘　千葉カントリー倶楽部　梅郷コース

荒井幹事幹事報告

　５月２４日（土）、２５日（日）の京都旅行は今のところ２２名の参加予定で
す。先日お配りした予定が少しハードでしたので、少し見直して調整してから又
お配りしたいと思っております。
　井上会員が４月２日に結婚６０周年を迎えられました。おめでとうございます。

井上会員より
　中身をまだ見ていませんが、結構なものをありがとうございます。
一口で６０年と言いますが、やっぱり長かったです。山あり谷あり、
風雲急を告げる時もあり、実家に逃げて帰られちゃったこともあり、
大変なものです。
　今年８６歳になったんですけれども、最年長記録を何年持てるか
本人が楽しみにしてます。憎まれっ子世にはばかるでなかなか逝か
ないつもりでおります。よろしくお願い致します。

小池委員長親睦委員会報告

　職業分類は一般建築で主に住宅を建設する仕事に携わっております。実家
が大工で、学校を出て、サブゼネコンで現場監督をした後、住宅の世界に入り、
設計等もしたのですが、営業もできないと受注できないんだなということで、あ
るハウスメーカーに入り営業だけを勉強してから我孫子に来て独立させていた
だきました。
　建築をすることによって知り得たことについてお話ししたいと思います。
　旧暦、新暦というものがあります。明治の時代を迎えるまで太陰太陽暦という

ものに従っていました。新暦というのはグレゴリオ暦というもので今使っている暦です。時は明治５
年、１２月２日までは旧暦を使い、１２月３日を明治６年１月１日とする、ということで急に変わりまし
た。時の政府はヨーロッパのやり方を日本に入れたがっていました。それまでの旧暦では１月は２９
日と３０日しかありませんでした。１年は１２ヶ月の時もあれば、１３ヶ月になることもありました。
　明治の改暦でみんなびっくりしました。当時の新聞に「世の中の絶無の例とされていた三十日
に月が出るようになった」「十五日に仲秋の月もなく、三十日（みそか）に月の出る代と変わりけり」
「三十日に月もいづれば玉子の四角もあるべし」と載っています。日にちが代わり、従来の習慣によ
って種まきをしていた農家が一番被害を被りました。　　　　　　　　　　（次ページへ続く）

塩毛会員卓話
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

今週の表紙「竹内神社」千葉県我孫子市布佐1220番地
竹内神社の例大祭は江戸中期の享保年間に始まった歴史ある伝統行事です。竹内神社の氏子である５町内が
持ち回りで行い、五穀豊穣を祈願します。成田街道（国道356号線）沿いで神輿・山車が巡行する際は大勢
の見物客で賑わいます。2011年は東日本大震災で受けた液状化被害の為中止となりましたが、住人らの「復
興につなげたい」との思いで翌年から再開しました。

竹内神社 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

　ちなみに新暦と旧暦は２０〜５０日の差があります。最初に現場に出た頃は結構旧暦の話が出
て、勉強した覚えがあるのですが、今はあまり言われなくなりました。
　今日は旧暦で言うと２０１４年の３月２３日で、昼の九つだそうです。
　今までの歴史は旧暦で記録されています。赤穂浪士の討ち入りは元禄１５年の１２月１４日で、雪
が降っていたと言われていますが、新暦で言うと翌年の１月３０日になります。その当時は朝が翌日
だったので、正確には１５日の未明に討ち入りをしたようです。
　川中島の合戦は５月１５日と言われていますが、新暦だと６月２４日です。梅雨の雨で戦ができな
かったようです。
　徳川家康が豊臣秀吉を責めましたが、大阪冬の陣があって夏の陣がありました。今の感覚で言い
ますと、１０、１１月にあった冬の陣は秋の陣で、４、５月の夏の陣は春の陣になります。
　七夕は７月７日と言われていますが、これは旧暦です。今年は８月２日です。
　先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の六曜というものがあります。これは１４世紀、鎌倉、室町頃
に日本に入ってきたそうです。あまり日本では発展しなかったらしいのですが、それなりに地方に根
付き、行きてきました。読み方も漢字もさまざまです。明治維新の政府は、この六曜を使うのを禁止
したため、明治大正はそんなに使われていなかったそうです。戦後に大いに使われるようになりまし
た。六曜は神道も仏教も関係ないもので、なんの根拠もありません。
　日本古来の神と外来宗教である仏教を結びつけた信仰のことを神仏習合といいますが、明治政
府が神仏分離令を出し、仏像や仏閣等が壊されました。鹿児島県が一番ひどく、鹿児島には寺がほ
とんどないそうです。明治政府は、江戸時代の名残があると新しい国づくりにうまくないということ
で、城も壊しました。明治政府の２つの愚策と言われているのが神仏分離令と廃城令です。難を逃
れて今でも日本に残っている城は１２ほどありますが、そのうちの姫路城、松本城、彦根城、犬山城
の４つが国宝になっています。
　ちなみに今、城を作ったらどれくらいかかるかというと姫路城は６００億円位、大阪城は８００億
円位、豪華絢爛と言われていた安土桃山城は１千億円位かかると言われています。現在の建物で言
うと、スカイツリーは４００億、東京都庁が１６００億です。それを考えると結構なお金がかかってい
ます。都庁は雨漏りがひどいらしいのですが、雨漏りの修理に今、見積りが１千億だそうです。
　お時間ありがとうございました。


