
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019-20年度 地区方針】原点を忘れずに挑戦 ～入りて学び、出でて奉仕せよを実践しよう～                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  例 会 報 告   

 開会点鐘  萩原 ひとみ会長  

 司  会  叶野 聡会場監督  

 合  唱  「それでこそロータリー」 

 お客様紹介  小丸日出夫親睦活動委員長 

佐藤康雄様（神奈川県中原警察署 生活安全課課長） 

田中明様（中原防犯協会会長） 

クルーズ由美子様（川崎北ＲＣ社会奉仕委員長） 

小林正樹様（川崎中原ＲＣ会長エレクト） 

神谷直様（川崎中原ＲＣ社会奉仕委員長） 

市川郁雄様（川崎とどろきＲＣ会長）  

今後のプログラム予定 

 11月 プログラム名 

第 2例会 11月 12日 

→11/10（日）～11（月） 

一泊移動例会に振替 

11/12の例会はございません 

第 3例会 11月 19日 
卓話 

落語 春風亭柳太郎様 

出 席 報 告 中山 武夫出席委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

41 名 27 名 
14 名 

対象外 
81.82％ 

欠 13 名 

対象外 
MU0 名 94.12% 

（8） （5） 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

細山勝三郎会員  朝山 秀男会員  島 利夫 会員 

白井 正男会員  渡邉 新治会員  長谷川俊雄会員 

市川 宏 会員  金子 利昭会員   志村 修司会員 

長戸 隆彦会員  津田 篤志会員   大友 徹 会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

クルーズ由美子様：いつもお世話になっております。

今年も例年どおり防犯ネットを贈呈する

ことができて嬉しく思っております。 

 神谷 直様・小林 正樹様：本日は防犯グッズ贈呈式

に出席させて頂きます。日頃より中原警

察署ならびに中原防犯協会、近隣ロータ

リアンの皆様には温かいご指導を賜り心

より感謝申し上げます。 

神谷 直様：中原ロータリークラブ社会奉仕委員会委

員長の神谷です。本日はよろしくお願い

いたします。 

市川 郁雄様：いつもお世話になります。 

萩原 ひとみ会長：台風 19号で被害が武蔵小杉にも

および各地の被害も他人事ではない状態

になりました。中原区民祭も中止の方向

のようですが、本日は防犯ネット贈呈式よ

ろしくお願い申し上げます。原さん卓話楽

しみにしております。 

長谷山 尚城幹事：防犯ネット関係の方々、本日はよ

うこそお越し頂きました。原会員、卓話楽

しみにしています。 

上原 伸一副会長：原さん卓話ご苦労様です。 

会   長   萩原 ひとみ 

副 会 長  上原  伸一 
幹   事   長谷山 尚城 
S  A  A   叶野 聡 
会報委員長  原  敏之 
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内藤 幸彦会員：即位礼一週間前に、ご皇室の貴重な

お話が伺えて嬉しく思います。原さん頑張

って下さい。また中原警察署と防犯協会

の皆様方いつもご苦労様です。他クラブ 

の皆様もようこそ。 

小丸 日出夫会員：防犯ネット贈呈式の関係各位、本

日は誠にご苦労様です。原会員の入会卓

話がとても楽しみです。 

川口 禮敬会員：原敏之会員、卓話ご苦労様です。

楽しみに拝聴させていただきます。 

伊藤 文治会員：原敏之さん卓話ご苦労様です。興

味深いお話に期待しております。  

鹿島 義久会員：本日は会員卓話原敏之会員さん卓

話楽しみにしています。今日は栗原さん

誕生日おめでとうございます。 

廣山 宗一会員：原さん卓話ご苦労様です。よろしく。 

冨岡 昭一会員：本日の卓話楽しみにしています。頑

張ってください。 

堀一 慶明会員：原敏之会員卓話よろしく。 

松井 孝至会員：仕事の関係で一時引っ越しをします

が引続きよろしくお願いします。 

小島 徹会員：原さん、今日の卓話楽しみにしていま

す。 

中山 武夫会員：原さん卓話ご苦労様です。 

原 敏之会員：取り留めのない話をさせて頂きます。

是非まぶたを綴じてお聞きください。 

市川 実会員：原敏之会員、卓話ご苦労様です。 

小島 満会員：原さん卓話ご苦労様です。楽しみにし

ています。防犯協会田中会長さんいつも

お世話様です。 

貝田 充会員：原さん卓話楽しみにしています！ 

叶野 聡会員：原会員の卓話楽しみです。よろしくお

願いします。 

朝倉 和信会員：原さん卓話楽しみです。 

合計  24件 27,    33,000円 

累計  235件    315,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.地区より 2019-20ロータリー財団「グローバル補助 

 金プロジェクト」募集のご案内が届いております。詳 

 細は回覧いたします。 

2.神奈川ロータリアン親睦テニス会より「第 54回神奈 

  川県ロータリアン親睦テニス会」のご案内が届い 

  ております。日 時：11月 12日（火） 9：30集合 

    場 所：湘南ローンテニスクラブ（神奈川県茅ケ崎） 

詳細は回覧いたします。 

3.中原区民祭実行委員会事務局より第 41回なかは 

    ら“ゆめ”区民祭賛助金への御礼と開催のご案内 

が届いております。 

日 時：10 月 20 日（日）10：00～15：00（雨天決行）   

詳細は回覧いたします。 

   4.川崎北ＲＣより 10/26（土）地区大会「ガバナー補 

    佐・拡大増強委員会主催のパネルディスカッショ 

    ン」において第 2Ｇとしての応援依頼が届いており 

    ます。川崎北ＲＣの妻鹿琢生（めがたくお）様が参 

    加されます。（16：50～） 

   5.地区より「フィリピンへのメークアップツアー開催」 

    のご案内が届いております。日 時：11月 26日 

    （火）～29日（金）場 所：マニラ他  詳細は回覧い 

    たします。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

  新川崎 11月 6日（水）  休会 

       11月 27日（水） 通常例会→休会に変更 

 ＊休会の場合、メークアップ受付はございません。 

2.川崎大師ＲＣメールアドレスの変更（9/27～） 

  旧） daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp  

  → 新） daisi-rc.1973@air.ocn.ne.jp 

3.会報受理   新川崎ＲＣ  川崎とどろきＲＣ 回覧 

 いたします。 

4.次週 10/22は休会です。再来週 10/29は、10/26 

 （土）（地区大会へ参加）の振替となるため例会はご 

 ざいません。 

防犯ネット贈呈式  

 
 

お客様ご挨拶 

 
神奈川県警察本部中原警察署生活安全課課長 

佐藤 康雄様 
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中原防犯協会会長 田中 明様 

      

会員挨拶 

 
松井 孝至会員（長期出張のため一時引越し） 

 

会員卓話 

 
          原 敏之会員 

 

「即位の礼と大嘗祭」 
 

 

〇 大嘗祭の意義 

   稲作農業を中心とした我が国の社会に古くから 

伝承されてきた収穫儀礼に根ざしたものであり、天

皇が即位後、初めて、大嘗宮において、新穀を皇

祖及び天神地祇にお供えになって、自らお召し上

がりになり、皇祖及び天神地祇に対し安寧と五穀

豊穣などを祈念される儀式である。 

 

〇 歴史 

    我が国の農耕社会において新穀の収穫に際し 

て、それを神に献げて感謝し、来年の豊作を祈

るのが当然の祭事であって、これを古来新嘗と

呼び朝廷と民間との区別なく、すべての人々が

毎年、各地で斎行し続けてきた。なかでも古代

の大和朝廷としては、新しい大王が践祚される 

際にはその年の新嘗を特に重視していた。 

 大化の改新以後、朝廷の権威はより高まり、 

た、外来文化の影響を受け礼文整ってきた 

こともあり、おそらく天武天皇の御代から即位

儀礼の一環として御代替わりの新嘗祭を大嘗

祭と称するようになったと考えられる。日本記

（奈良時代の歴史書）よれば、天武天皇の御代

より大嘗と新嘗と区別している。 

 〇大嘗祭の中絶 

    大嘗祭が朝廷の重要な祭儀として確立して以 

来、初めて行われなかったのは、鎌倉時代、中 

恭天皇の時である。永久３年（１２２１年）天皇践 

祚後三ヶ月足らずして永久の乱が勃発し、即 

位・大嘗祭を行ういとまもなく退位したからである。

中恭（ちゅうきょう）天皇は即位・大嘗祭等がな 

く一人前の天皇とは認められず半帝といわれ 

明治３年に至っておくり号を追贈し皇代に加え 

た。 

    それから、室町時代、後柏原天皇の御代に至 

って大嘗祭はついに中絶し前代の後土御門天 

皇の大嘗祭から江戸時代東山天皇の大嘗祭再 

興まで２２０年余りの歳月がかかった。 

〇 備考 

    神饌～神々に供える清浄な飲食物（その年 

に収穫した米と粟を蒸した御飯と炊い

た御粥、米を釀して作り白酒と黒酒を 



はじめ塩で締めた鮮物（鯛・烏賊・鮑・鮭）と干し

物【干鯛・鰹・蒸鮑・干鰺】及び干柿・勝栗・生

栗・干棗さらに鮑と海藻の煮付・羹（お吸い物） 

悠紀田（地方）～東日本（栃木県） 

主基田（地方）～西日本（京都府） 

亀ト（きぼく）～悠紀田と主基田の決め方。アオウミガ 

メの甲羅を焼き焼いてできた割れ目で 

占う。 

本日の食事 

 

 

例会場内 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


