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District 2630  例会日 毎週金曜日 12:30～13:30  会場 シティホテル美濃加茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｒ財団より財団寄付者へ感謝の認証ピン贈呈 

◇PHF+1寄付者 

＊山田  彰 君  

＊藤吉 紀美 君  

＊小原 岳史 君 

◇PHF 寄付者 

＊石田 公司 君 

 

 

■グローバル補助金事業の完成の感謝状拝受 

◇桑名北 RC、熊野 RC、多治見リバーサイド RC、美濃加

茂 RC 合同でグローバル補助金を使った事業のタイ国シ

ンプリ県にある 7つの公立学校に読書本・教材・コンピ

ューターなどの寄贈に対して実施国より、学校長、教職

員、教師、学生及び保護者から心からの感謝の表れとし

て感謝状と看板が届きましたのでご報告致します。 

１．ＧＧ2123805完了記念 記念看板  １枚 

 

 

 

 

 

２．実施国第 3350地区プライマリーより感謝状 １枚 

３．実施国側からの感謝状 要訳文       1枚 

 

■会長の時間  会長：佐久間良直 

【散歩とストレス】について 

◇皆さんは、普段、歩いていますか。基本的に自動車

移動が中心にで、日常生活、特に仕事上では、ほとん

ど歩かないのではないでしょうか。厚生労働省の健康

日本 21という目標があります。このなかで、一日の推

奨歩数というのがあり、20～64歳の男性の歩数は一日

9,000 歩、女性は 8,500 歩、65 歳以上の男性の歩数は

一日 7,000歩、女性は 6,000 歩となっています。 

健康日本 21（第二次）ではこの歩数プラス 1,500 歩と

いうのも推奨されています。「超ストレス解消法」（著

者：鈴木祐）という本があります。そのなかで、運動

についての効用が紹介されていました。 

・２０分の早歩きでも人間の不安は大幅に減る。 

・ハーバード大学の心理学者タル・ベン・シャハー教

授によれば「運動しないのは抑うつになる薬を飲ん

でいるようなもの」 

このように、普段から散歩をすることはメンタル面でも

有用であるとのことです。健康を維持することは、いわ

ば職業奉仕です。健康体でなければ、十分な職業奉仕が

できません。広い意味でロータリーの職業奉仕という話

をさせていただきました。明日１１月１３日は、JR 東

海の 

 

 

 

 

本日のプログラム  

第２５９３回１１月１９日(金)18：30～ 

夜間親睦例会 

担当：親睦活動委員会 

 

 

次例会のプログラム   

第２５９４回１１月２６日(金)12：30～ 

会員卓話 

担当：プログラム委員会 

≪四つのテスト≫言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか。２．みんなに公平か。３．好意と友情深めるか。４．みんなのためになるかどうか。 

 

 

前例会の記録  

第２５９２回１１月１２日(金)12：30～ 

 

 

 

◇点鐘・・・・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇ロータリーソング・・ ・・・“我等の生業” 

◇四つのテスト唱和 

◇お客様のご紹介・・・・・・会長：佐久間良直 

◇行事 会員卓話  担当：藤川 敬太 君 
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♥おめでとう 

ございます！ 

♥おめでとう 

ございます！ 

 

海のさわやかウォーキングが美濃加茂市で開催されま

す。美濃太田駅開業１００年を記念して行われるとのこ

とであり、こういう機会に散歩をしてみるのも良いので

はないでしょうか ところで、美濃加茂市にゆかりのあ

る偉人に坪内逍遙があります。駅前に銅像もあります。

この逍遙というのはペンネームです。どういう意味がご

存じですか？「散歩する」という意味です。散歩と美濃

加茂とは実はつながりがあったのです。 

 

 

 

◆出席委員会        担当：藤川 敬太 

例会日 総員数 出席 補正 出席率 

本日 ３５名 ２４名 ０名 ６８.５７％ 

先々 週 ３４名 １５名 ０名 ４４.１２％ 

◆ロータリー情報委員会   担当：石田 公司 

◇１１月度のＩＤＭ開催のご案内 

日時：令和３年１１月２６日(金)18：30～ 

場所：シティホテル美濃加茂５F 桜の間 

ホ ス ト：佐々木 晃 君 

リーダー：石田 公司 君 

メンバー：福井 寛悦 君・堀野 義夫 君・山口正子さん 

     谷口 真一 君・安藤摩里さん・佐合淑美さん 

◆ニコニコ BOX 委員会    担当：藤川 敬太 

佐久間良直君：藤川さん、卓話楽しみにしています。 

谷口 真一君：先週入会させて頂きました。温かく迎え 

て頂き有難うございます。今後とも宜しくお願 

いします。 

井尾 達之君：卓話ガンバレ～！ 

島田 紳助君：敬太君、おもしろい話お願いね！  

大野 博文君：谷口さん、本日より例会参加宜しくお願 

いします。藤川さん、卓話大変たのしみです。 

小原 岳史君：藤川君、久しぶりの卓話楽しみです！ 

佐々木 晃君：コロナ感染症は減少していますが、人口 

    10万人当たりでは全国３位と岐阜県は多いよ 

うです。しばらくは注意して下さい。 

堀部 道朗君：敬太君の卓話楽しみです。 

福井 哲朗君：藤川君の卓話楽しみにしています。 

石田 公司君：藤川君宜しくお願いします。 

大矢 政敏君：久しぶりです。今日は、藤川君に元気を 

    頂いて帰ります。 

亀井 俊哉君：立冬も過ぎ冬支度です。 

水谷 美紀さん：藤川さん宜しくお願いします。 

福井 寛悦君・堀野 義夫君・林  松美君 

高井 文洋君・山田   彰君・山口 正子さん 

藤吉 紀美君・西田 逸夫君・安藤 摩里さん 

藤川 敬太 君 

 

◎幹事報告  幹事：島田 紳助 

☆他クラブの例会変更 

・関中央 RC→12/23(木)と 30 日(木)定款休会。 

☆２０２１～２２年度地区大会開催のご案内拝受。 

日時：令和４年３月５日(土) 受付開始 10：00～  

場所：志摩観光ホテル ホストクラブ：伊勢中央 RC 

 

 

同 

文 

 

 

■会員卓話       担当：藤川 敬太君 

           ◇皆さんこんにちは。 

先月、第２子が誕生致しまし 

た。たくさんの方からお祝い 

のお言葉を頂きました。この 

場をお借りして改めてお礼申 

し上げます。生まれた子は男 

の子です。名前は維偉(いよ 

り)と命名しました。生まれて 

１か月が経ちましたので先日お宮参りに行ってまいりま

した。お宮参りは氏神様に新たな家族が誕生したことを

報告してその健康を祈る行事だそうです。男の子は３２

日目、女の子は３３日目に行われます。日本には古来か

ら続く子供の成長を祝う様々な行事があります。同じ行

事でも地域によって少しずつ異なっています。さらに海

外ではまたその国ごとの風習があります。今回、この機

会に、人が生まれてお墓に入るまでに節目、節目に行わ

れるお祝いの行事についてお話をさせて頂きたいと思い

ます。１つ目に、お七夜です。赤ちゃんの誕生を祝う生

まれ最初のお祝いです。生まれた日を１日目と計算して

７日目の夜に行うことから「お七夜」と呼ばれるように

なりました。昔は出産後すぐに命を落とす子供が多かっ

たことから、産後はすぐに名前を付けず、7日目を一つの

節目としてこの日に名前を付けたのだそうです。２つ目

にお宮参りです。前にお話したとおりですが、最近は生

後１か月後に行われることが多いそうです。３つ目はお

食い初めです。お食い初めは，お父さんお母さんやおじ

いちゃん、おばあちゃんが食べ物を食べさせる真似をす

る儀式です。赤ちゃんが「将来食べ物に困らないように、

病気せず健康に育ちますように」との願いを込めて誕生

から 100 日に行われます。「百花祝い」とも呼ばれます。

地域によっては「箸揃え、箸祝い、歯固め、真魚始め(ま

なはじめ)と呼ぶ地域があるそうです。４つ目に１歳の誕

生日です。満一歳の誕生日を無事迎えたことを感謝し、

親戚などを招いてお祝いする風習です。一升餅…一升餅

を風呂敷に背負わせて歩かせます。選び取り…お金やそ

ろばん、本などを置いて選んだもので子どもの将来を占

います。5つ目に初節句です。赤ちゃんが生まれて初めて

迎える節句を「初節句」と呼び盛大にお祝いします。男

の子は５月５日端午の節句に五月人形を飾ります。女の

子は 3 月 3 日の桃の節句に人形を飾ります。６つ目に七

五三です。子供が 3歳、5歳、７歳になった時に神様に成

長を感謝するお祝いです。現代に比べて医療の発達が未

熟で衛生面も良くなは、暦が中国から伝わった際に奇数

は陽、つまり縁起がいいとされたためであり、「3歳で言

葉を理解し、5歳で知恵がつき、7歳で乳歯が生え替わる。」

という成長の節目の年の為と言われていれています。現

代に比べて医療の発達が未熟で衛生面も良くなかった昔

は、子供の死亡率がとても高く、「7歳までは神のうち（神

の子）」として扱われ、7歳になって初めて一人前である

と認められました。3歳・5歳・7歳を節目とした理由は、

暦が中国から伝わった際に奇数は陽、つまり縁起がいい 

 

本日の行事  

 
委員会コーナー 

同

文 

 



 

 

とされたためであり、「３歳で言葉を理解し、５歳で知

恵がつき、７歳で乳歯が生え変わる。」という成長の節

目の為と言われています。髪置きの儀(３歳の男児・女

児)、平安の頃は男女ともに生後７日目に前髪を剃り、

３歳ごろまでは丸坊主で育てるという風習がありまし

た。これは頭を清潔に保つことで病気の予防となり、後

に健康な髪が生えてくると信じられていたためです。袴

着の義(５歳の男児) 平安時代には 5歳～7歳の頃に、当

時の正装である袴を初めて身に着ける「袴着の儀」が執

り行われていました。この儀式を経て男の子は少年の仲

間入りをし、羽織袴を身に着けたとされています。帯解

（おびとき）の儀、（7歳女児）鎌倉時代、着物を着る

際に使っていた付け紐をとり、帯を初めて締める成長の

儀式が執り行われました。これが室町時代に「帯解（お

びとき）の儀」として制定され、当時は男女ともに 9歳

で行われていたとされています。七五三は関東で九州・

沖縄地区では異なった風習があります。沖縄では七五三

の風習はなく、その代わりに当たる「十三祝」という数

え年で１３歳になる年に、干支が一周したことを祝う儀

式があります。イギリスやヨーロッパでは、赤ちゃんの

誕生のお祝いに「シルバースプーン」を贈る風習があり

ます。銀は富や栄誉を象徴するもので、銀のスプーンを

持つ赤ちゃんは、一生食べ物に困らないと言われてお

り、昔からヨーロッパでは生まれてすぐの赤ちゃんに銀

のスプーンをプレゼントするのが、ならわしでした。７

つ目に、成人式・元服です。日本では昔から成人を祝う

儀式は行われていました。元々は、男子は数えで 12～16

歳で「元服」し、成人として扱われるようになりました。

現代の成人式の起源は、戦後の 1946年に埼玉県で行わ

れた青年祭といわれています。現代では満 20歳となる

年の 1月第 2月曜日（成人の日）に行われます。千葉県

浦安市の成人式はディズニーランドで行われます。海外

の成人式を一部ご紹介しますと、太平洋諸島地域のバヌ

アツ共和国では、櫓を組み、およそ 30メートルの高さ

から飛び降りる「ナゴール」という儀式が行われていま

す。これは、いわゆる「バンジージャンプ」のもととな

ったものです。ナゴールでは足首に木のツルを巻きつけ

て飛び降りますが、アトラクションとしてのバンジージ

ャンプとは異なり、ツルには伸縮性がありません。その

ため体には強い負荷がかかり、ツルが切れることもある

ので命がけです。ナゴールは夫の暴力から逃れるために

高いところから飛び降りた女性の足に、偶然ツルが絡み

助かったことから生じたと言われています。度胸ととも

に、飛び降りる人の運の強さも試されているのかもしれ

ません。マサイ族は 14～15歳になるとライオン狩りに

出かけます。ライオンに勝つことで一人前の人間と見な

され、ライオンを恐れて狩りに出かけられないものは一

人前と認めてもらえません。従って、村の会議にも参加

できず、結婚もできないと言います。勇気がないと成人

できないというわけですが、百獣の王ライオンに挑むに

は、かなりの度胸が必要ですね。８つ目に結婚式です。

結婚式は大きく分けて、教会式（キリスト教式）と神前

式があります。名古屋の場合、とにかく派手でお金をか

けます。名古屋の嫁入りで地位を決定付ける最も大きな 
 

 

要素は嫁入り道具。かわいい娘の輿入れに、いかに豪華

な婚礼家具を用意できるか、またご近所さんにいかに派

手に見せびらかすかが重要視され、ここに全てを賭ける

のが、名古屋の嫁入りの醍醐味になります。結婚式当日

に、新婦の家の屋根からお客様に向かってお菓子をまく

イベントです。元々は近所の方への挨拶という意味でし

たが、現在は余興として披露宴会場で行われることが多

いです。沖縄県の結婚式の特徴は参加人数です。本州で

はだいたい 70人から 100人くらいが一般的かと思います

が、沖縄県では 300人は普通の規模で、500人を超える

ことも少なくありません。そして沖縄県の結婚式の最後

に欠かせないのが『カチャーシー』です。『カチャーシ

ー』とは沖縄の踊りで、お祝いやめでたい席やお祭りの

最後に踊られる踊りです。９つ目。結婚記念日祝い。結

婚記念日の風習は欧米から伝わり、日本では明治 27年に

明治天皇が結婚 25周年の銀婚式を祝ったのがきっかけ

で、一般的に広まりました。1年目から 15年目までは毎

年、15年目からは 5年ごとに記念日があります。25周年

目の銀婚式には銀製品、50周年目の金婚式には金製品を

贈るのが一般的です。１０として、長寿のお祝いです。

長寿のお祝いは還暦から始まり、本来は数え年の誕生日

に祝うものでしたが、最近は満年齢で祝う人が多くなっ

ています。長寿を祝う節目の年齢にはそれぞれ名前が付

けられていて由来があります。古希（70 歳）…古代中国

の唐の詩人が詠んだ「人生七十年古来稀なり」が由来で

す。昔は七十歳まで長寿を保つのは稀でした。喜寿（77

歳）…喜の字は㐂とも書きます。字を分解すると十七の

上に七が付いたような文字となることに由来します。 

傘寿（80 歳）…傘の略字の仐を分解すると八十に見える

ことに由来。皆様もいつまでも健康で長生きして頂き、

沢山の長寿のお祝いをして頂きたいと思います。   

ご清聴有難うございました。           

＜長寿のお祝い一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 


