
２０１７年２月６日（晴れ） 第１週 第２１８１回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Guest 米山奨学生 グエン シン コン君

Attendance

会員 ７７名 欠席 １１名 出席率 ８２．５４％

President Time 篠田正志 会長

皆さん、こんにちは。２月９日に「国府宮はだか祭」が

行われます。この祭は正式には尾張大國霊神社の「儺追神

事」といい、毎年旧正月一三日に行われています。その起

源は古く、767年、称徳天皇の勅命によって悪疫退散の祈

祷が全国の国分寺で行われた際、尾張国司が総社である尾

張大國霊神社に於いて祈願したのに始り、この神事に、江

戸後期の頃、裸の寒祭りの風習が結び付いて現在の祭りに

なったと伝えられております。この神事は旧正月２日、こ

の場所にて儺追神事行われると標示する、「標柱」を建てる

ことから始まります。その後 祈祷と神籤によって儺負人「神

男」が選ばれます。そして旧正月７日儺追神事の特別のお

供えとして、50俵の大鏡餅の餅つきが行われます。そして

旧正月10日、儺負人は儺追殿に入り三日三夜お籠りをしま

す。旧正月11日宮司様が土餅搗神事並秘符認を行い、大鏡

餅の飾り付け、旧正月12日には大鏡餅奉納パレードからの

大鏡餅奉納報告祭が斎行されます。そして夜、庁舎におい

て一宮、二宮、三宮、総社の四柱の神様をお招きし、儺追

神事の前夜祭となる天下泰平・悪疫退散・五穀豊穣を祈る

神事が行われます。そして旧正月13日、儺追神事（はだか

祭）当日、朝5時に行う「神男一番祈祷」を皮切りに、午

後には裸男の集団が、祭りに参加出来ない人達の厄除けの

祈念をこめた「なおい布」を結び付けた「なおい笹」を捧

げて、身代わりとして威勢よく拝殿へ担ぎ込み、厄除けの

祈願をします。その奉納の後、全身無垢の神男が密かに参

道の一角に現れ、裸男達でひしめく参道から楼門を通り儺

追殿を目指します。裸男達は厄を落とそうと神男へ殺到し、

凄まじい揉み合いになる中、人々の厄災を一身に受けた神

男が儺追殿に納まり、神事が終了します。しかし、儺追神

事の本義はこの翌日にあります。午前3時に、前夜祭を行

った同じ場所、庁舎に於いて夜儺追神事が行われます。一

宮、二宮、三宮、総社の神様を神籬にお招きして天下の厄

災退散の祈願をした後、神男に災厄をつき込んだ土餅を背

Today ２月１３日（第２１８２回）

担当 後藤 眞 プログラム委員長

演題 卓話

JA愛知厚生連海南病院

看護課長 桂川 純子さん

Next Week ２月１８日（第２１８３回）

担当 篠田正志 会長

演題 西尾張分区IM

於 名鉄ニューグランドホテル 16:00

全員参加（2/20例会振替）



負わせ、神職が御神宝の大鳴鈴を振り鳴らしながらこれを

追い立て境外へ追放します。神男は途中で土餅を捨ててい

きますので、土餅は神職の手によってその場に埋められま

す。これにより土から生じた罪穢悪鬼を土へ還し国土平穏

に帰したと信じるのです。古くよりこの土餅を土中に埋め

ることがこの神事中最も神聖視され、重要視されています。

その後 旧正月17日に行われる的射神事により儺追関連は

終幕を飾ります。この様にはだか祭には、神事としての背

景や歴史・物語があります。一度参加されてはいかがでし

ょうか。

最後になりましたが,武藤会員の奥様の道子様、素晴らし

いピアノの演奏誠に有り難うございました。又聞ける日を

楽しみにしています。

Secretary Report 黒川元則 幹事

１ 第3回次期準備理事会のご案内

日時 2月14日（火）18:00

場所 なだ万茶寮 JRセントラルタワーズ 13F

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

稲沢東高等学校校長、高木善則様、本日の卓話、よろ

しくお願いします。

親睦活動委員会IDM参加の皆様、ご苦労様でした。

ニコボックス委員会の皆様、後期もよろしくお願いし

ます。

吉田君、独立開業おめでとうございます。共に頑張り

ましょう。

横井久雄 副会長

稲沢東高校 高木校長様、本日の卓話、よろしくお願

いします。

春ですね。梅の花が咲き出しました。

黒川元則 幹事

本日の卓話、高木校長先生、よろしくお願いします。

ニコボックス委員長、何時も有り難うございます。

大竹敬一君

先週はインフルで引きこもりました。念のため、私に

近寄らないでください。父は風邪もひかず、元気です。

山田幸治君

住居を変えて15年、前の住居に年賀状が30枚来ます。

住居を蟹江に変更して戴いても、〒が名古屋だと名古

屋に来ます。

後藤 眞君

本日稲沢東高校 高木校長先生、卓話をよろしくお願

いします。

甚目寺観音豆まき、たまたま大村知事と一緒にいたし

ました。

加藤憲治君

宮下君、先日はお心配り有り難うございました。

先日「あいさいフェスティバル」、無事終わりました。

加藤 徹君

昨日、映画「恋妻家宮本」を観に行ったら、神野君ご

夫婦にお会いしました。疑われてはいないと思います

が、たまたまトイレに行っていなかっただけで、私も

妻と一緒でした。

藤田隆志君

人生初インフルエンザ、完治しました。

家田安啓君

立春になりましたが、寒いですね。

伊藤英毅君

先週、早春の琵琶湖に行って参りました。とっても美

しい景色でした。

川口信義君

ニコボックスの皆様、何時も有り難う。

河瀬文一君

早いもので、満80才になりました。

北野庸夫君

甚目寺観音での豆まきに行って来ました。久々に堀江

さんにお会い出来ました。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

黒野晃太郎君

風が冷たい。インフルエンザにご注意。

水野 眞君

新年大寒節分立春大吉無事過ぎ感謝。

中村普一君

ご無沙汰です。久々の例会です。



大西晃弘君

ニコボックス委員会の皆様、お疲れ様です。

酒井和雄君

サイパン島での第2次大戦戦没者供養で訪問。心が穏

やかになりました。

田邊正紀君

目指せ予算達成。

立松絹久君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

合 計 ３７，０００円

卓 話

「若者のエネルギーを育てる ～自己能力発揮の工夫～」

稲沢東高等学校

校長 高木善則氏

あまロータリークラブ様には、平成28年11月に実施し

ました海部・津島・稲沢地区の小中高校生の青少年健全育

成事業に対し物心両面の多大なご協力をいただき、大変感

謝しております。さて、青少年、若者は将来の日本を支え

る宝物です。そして、我々大人もそうであるようにどのよ

うな境遇の子も必ず良いところもあれば悪いところも持っ

ています。個人を光らせるために大切なことは人の良いと

ころに着目し、生きていく上でそれぞれに存在感を与えこ

とであると考えます。はじめに、現在の高校生を取り巻く

環境の大きな変化と大人として配慮すべきことについて触

れたいと思います。ここ数年、情報化社会が急速に進み、

年齢層にもよりますがラインやツイッターなどのSNSを日

常的に扱う割合が増加することにより、時として感情のぶ

つけ合いの中で人間関係につまずき、傷つき、心の中でそ

の軋轢に泣き叫んでいる事例が後を絶ちません。関連して

集団の中で人間関係をうまく構築できず不登校に陥ること

も多くなっています。また、犯罪の低年齢化にも拍車がか

かる中、相変わらず全国各地で生命を失う結末に至る凄惨

な暴力行為が発生しています。しかし、これらに関わった

者の中には家庭環境上、愛情に飢え、居場所を失っている

ケースや成り行き上、付き合いたくない仲間から抜けられ

ない、自分自身の能力や境遇に限界を感じ自暴自棄になっ

ているケースもあったことでしょう。このような現状の中、

我々大人が未熟な若者に対して「思いやり」をもち「支え」

ていくためには、日常生活の中で小さな変化やサインを見

逃さず、子ども達に寄り添った、きめ細かな助言を行うこ

とや、子ども達が悩みや迷い、苦しみをもった時に、安心

して最寄の大人に相談できる雰囲気をつくることを心掛け

なければなりません。そして、今後、益々家庭や地域、学

校において、自分自身を大切にし、他人を思いやる心を養

うとともに、自らの存在をかけがえのないものと感じる、

いわゆる、自己有用感や自己肯定感、自尊感情を育て、若

者が社会の中で自分自身のもつ能力を最大限に発揮できる

エネルギーを引き出し、明るく夢のある未来へ目を向けさ

せる必要があります。今後も家庭や学校だけではなく、地

域の方々の御協力、御支援なくしては青少年の健全育成を

進めることはできません。今後も何卒よろしくお願いいた

します。

ここまで紹介しました、若者を取り巻く環境や生活様式

の変化は残念ながら変えようがありません。そして、時代

を巻き戻すこともできません。私たち大人は現状としっか

りと向き合った上で若い世代と接することが必要です。本

日は「若者のエネルギーを育てる～自己能力発揮の工夫～」

というテーマで将来を託さなければいけない若者に対して

大人としてどのように接し、自信と誇りを持たせ、それぞ

れの能力を最大限に発揮できるエネルギーを育てていけば

よいか、という観点でこれまでの経験から私見をお伝えし

たいと思います。別紙、「日本の高校生の意識と自己有用感

の実態」には他国と比較し、我が国の高校生がいかに自信

と誇りを持っていないかが理解できます。その理由には多

様な意見や分析があると思われますが、少なくとも身の丈

に合った自信と誇りは持たせてあげなければなりません。



このような状況を改善し若者が社会において各々の能力を

最大限発揮し、社会貢献に繋げていくため、いわゆる人づ

くりのためには次のことが必要ではないでしょうか。

１．未熟な若者を軽視せず、若者の話に耳を傾けること（傾

聴）。

２．共感できることに対して理解の姿勢や賞賛の気持ちを

伝え、大人として教え導き、改善を求めることに対し

て丁寧に説明し意思疎通を図り信頼関係を築くこと（説

得・納得・辛抱（信望）強く）。

３．信頼関係をベースとして社会における人としての在り

方や仕事をしていく上での厳しさを教えること（叱咤

激励）。

以上のような接し方の中で意識的に自信と誇りを植え付け

ながら、若者にやる気を起こさせ、能力の発揮に繋がるエ

ネルギーを育成することが大切であると考えます。今後、

若者が活力に溢れ、前向きに社会貢献に励む姿勢や、他人

に対する優しさやいたわりの気持ちをもち、人と触れ合う

ことの大切さや喜びをさまざまな場面で体感させながら温

かく育てていきたいものです。

親睦活動委員会

２月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫人＆主人 誕生日

藤田 淳士 S.9.2.20 浅野加洋子 2.17

熊沢 登 S.11.2.5 田中沙代子 2.13

後藤 雅光 S.23.2.20 （清隆）

山田 尊久 S.24.2.11 伊藤 雪江 2.6

高山 敏 S.28.2.3 （英毅）

松井 英治 S.31.2.17 渡辺 福美 2.8

臼井 幹裕 S.38.2.23 （均）

清水 栄達 S.39.2.8 敬称略

大西 晃弘 S.42.2.15

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

吉田 勤会員の会社変

更お知らせ

新住所

（株）名古屋合同会計 代表取締役所長

〒460-0008

中区栄1-22-16 ミナミ栄ビル403号室

TEL 052-253-6466

FAX 052-253-6996

携帯 090-5620-0680

Mail t.y2410yoshida@outlook.com

委 員 会 報 告

「クリーンコミュニケイションin大江＆蟹江川

たくさんの参加者で盛況」

環境保全委員会 委員長 山田尊久君

1月29日、あま市美和かしの木会の清掃運動にあまRC

からもたくさんのメンバーが参加。美和高校の生徒達や各

団体のみなさんと一緒に清掃活動に取組みました。今年は

21回目を迎え、河川の清掃活動を通して地域のみなさんの

コミュニケイションが図られ、お互いに住み良い街にして

いこうという共通意識が培われている事に感心しました。

気持ちのいい一日のスタートとなりました。


