
２０２１年 ７月１２日（曇り） 第２週 第２３５４回例会

Song ”日も風も星も”

Attendance

会員 ６７名 欠席 ８名 出席率 ８７．８８％

President Time 家田安啓 会長

今日は旧暦6月3日です。天正10年6月２日早朝に、本

能寺の変がありました。西暦では1582年6月21日の事で、

439年前の出来事です。6月1日に出発して、6月2日早朝

に京都本能寺に着いています。この話の黒幕については、

いろいろありますが、今日はその黒幕の話ではなく、旧暦

の話をしたいと思います。

明智軍は、旧暦6月1日に出発していますから、月のない

闇夜を進軍したことになります。これは、謀反にはもって

こいの暗闇であったことになります。旧暦というのは、太

陰暦といわれるもので、月の満ち欠けによって1か月を決

めるものです。新月から始まって、次の新月までの約29.5

日を１か月とするものです。そのため、１か月が29日にな

ったり、30日になったりします。太陽暦のように、小の月、

大の月が決まっているわけではありませんので、何月が30

日あるかは決まっていません。また、29.5日を12倍する

と354日で、1年365日には11日ほど不足します。その

ため、3年ぐらいに1回、閏月が必要となり、1年が12か

月ではなく、13か月となる年ができます（もう少し細かく

見ると、19年に7回の閏月が必要となります）。

旧暦のカレンダーが結構売れているようで、月の満ち欠

けが載っています。今日は6月3日なので三日月となります。

この月の満ち欠けを腕時計に入れ込んだものがムーンフェ

イズといわれます。月相とでもいうのでしょうか。ゼンマ

イ式のもので基本的な構造としては、29.5日の2倍である

59の爪のある歯車で月の満ち欠けを表しています。これで

も３年ぐらいでずれが出てきて調整が必要となります。よ

り高級な腕時計のムーンフェイズは、より多くの歯車が使

われており、高度な技術で、何十年も調整不要なものもあ

るそうです。

旧暦の話に戻りますが、旧暦では必ず１日が新月になり

ます。この点、ある有名な作家の小説で、旧暦の新年を祝

ったカップルが満月のなかを散策する話が出てきて、興ざ

めしたことがあります。あり得ないことです。西行法師の

歌で、「願はくは 花の下にて春死なん その如月の望月の

ころ」という歌があります。有名な歌なので、ご存知の方

も多いと思いますが、これを現代的に解釈すると、本当で

すかと疑いたくなります。如月というのは、２月の事です
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から、簡単に言うと「2月の満月の時に花の下で死にたい

ものだ」という意味の歌になります。旧暦でいう満月は必

ず15日頃の事ですから、2月15日頃に、花の下で死にた

いとなります。当時の花といえば、桜であるとされていま

すので、2月15日頃に桜の下で死にたいものだ、という意

味になります。温暖化が進む現代では、いずれ2月15日頃

に桜が咲くかもしれませんが、あってほしくはない未来で

す。そこで、この歌の花は桜ではなく、梅だという人もい

るようですが、今年の如月の満月は、3月29日でした。ま

さしく桜の満開の時です。今年でいえば、西行さんの歌は

季節に合致した正しい歌ということになります。晴れた夜

に空を見上げれば、月の形から旧暦の何日頃かを推測でき

ます。是非、晴れた夜に空を見上げて、月を見てください。

ちなみに今日が旧暦6月3日ですから、12日後の7月24日

が満月となります。それまでには梅雨が明けて、晴れてく

れると良いですね。

Secretary Report 中島英之 幹事

１ 次週7月19日（月）は海の日の振替による休会です。

２ ガバナー補佐訪問のご案内

日時 7月26日（月）

場所 名鉄GH １１F

※ネクタイ着用でお願いします。

※例会終了後、クラブアッセンブリーがあります。

役員・理事、各委員長、3年未満の新会員は出席

義務となります。

３ コロナ禍における例会について

緊急事態宣言発令中は例会は中止、まん延防止等重点

措置発令中は例会を開催します。なお、コロナ感染に

よる理由の場合は、事務局まで連絡していただければ

欠席しても出席扱いとします。

４ 家田年度のクールビズの期間は7～10月および翌年の

5～6月とします。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

家田安啓 会長

委員長の皆様、よろしくお願いします。

谷川浩司 副会長

いよいよ東京五輪です。私は池江選手に注目していま

す。

中島英之 幹事

本日クラブアッセンブリーです。各委員長、よろしく

お願いします。

渡辺 均君

家田年度スタートしました。理事会の皆さん、健康に

十分留意されて、あまRC発展の為にご活躍ください。

家田会長の方針に大変感激しました。頑張って下さい。

大竹敬一君

今日はこれくらいでカンベンしてください。

田中正博君

梅雨も終わりに近づいて来ました。雨の被害もひとま

ず一服です。

今日はクラブアッセンブリーです。委員長の皆様、ご

苦労様。

山田尊久君

新年度事業計画、実行できますように願っています。

後藤 眞君

「例会を 終えて戻るは あのホテル」

後藤裕一君

セミが鳴き始めました。梅雨明け間近ですね。

伊藤英毅君

昨日孫が来てくれましたので、前年度で頂いた名鉄G

Hの金券を使わせていただきました。合掌。

加藤憲治君

家田年度役員・理事の皆様、ご苦労様です。1年間頑

張って下さい。

加藤 徹君

昨夜、高速運転中突然の空気圧警告ランプ。本日パン

クと判明。新車約半年で2度目のパンク。お祓いしな

くちゃです。

北野庸夫君

家内が喜寿との事で、例のチケットを使って涵梅舫に

行きました。お祝いのお花有難う！

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

黒川元則君

バルコニーで汗だくになり空気を入れプールを作り、

孫たちと一緒に水遊びをしました。改めて自分が年を



とったのと、幸福を感じる楽しいひと時でした。

黒野晃太郎君

梅雨も終わったみたいです。暑くなりそうです。身体

に気をつけましょう。

水野 眞君

老眼鏡を作ったら合いすぎて、ふらふら歩いてます。

全く老人らしい歩き方です。

水谷安紀君

黒川君、お疲れさま。

中澤浩一君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

新年度事業計画発表の方々、よろしくお願いします。

小倉廣三君

7月誕生日の会員並びに会員パートナーの皆様、おめ

でとうございます。いつまでもお元気で！

山本輝幸君

名鉄ニューグランドのニュースでご心配おかけします。

今年度も多くのイベントでお待ちしております。

横井久雄君

コロナもあり、50年の畑を開墾。キュウリ、ナス、ピ

ーマン、トマトを植え、楽しんでいます。

合 計 ４３，０００円

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

米山記念奨学委員長 渡辺 均君

米山記念奨学会は、勉学・

研究のために日本の大学、大

学院に在籍していて、将来日

本と母国との懸け橋となって

国際社会で活躍する優秀な留

学生の奨学を目的とする、日

本最大規模の民間奨学制度で

す。日本のロータリークラブ独自の誇れる制度である。

１．米山記念奨学会へ普通寄付金として、一人当たり5,00

0円の寄付をする。

２．会員に米山功労者、マルチプル、メジャードナーにな

って頂くようにお願いする。特に比較的入会して新しい方

に高いご理解を賜り、ご寄付をお願いする。

３．特別寄付金の免税制度について説明する。

４．米山奨学生のカウンセラーと共に、奨学生の心の支え

となる。

※米山記念奨学会のあゆみ

1952年、日本で最初に設立されたクラブである東京ロ

ータリークラブが、日本のロータリーの創始者と呼ばれる

米山梅吉氏の功績を記念して始めた国際奨学事業が、国内

の全ロータリー地区の合同事業に発展したものです。（公益

法人 ロータリー米山記念奨学会（2020-21年度の手引

きより））

ロータリー情報委員長 大竹敬一君

１．会長方針、理事会決定事

項に基づき、入会予定会員の

選考、職業分類に関する事項、

新入会員の研修などの活動を

する。

２．会員から推薦された入会

希望者が、あまロータリーク

ラブ会員として相応しいかどうか、公平な立場から判断・

評価して、理事会に報告する。

３．新会員の職業分類の選定、会員の職業分類の変更など

では適切な業種を選択し、理事会に報告するとともに、未

充填分野など職業分類の在り方を考える。

４．新会員予定者と面談し、ロータリークラブの目的、特

典、義務などを説明する。

５．新会員及び入会３年未満の会員に対する新人研修会を

開催する。

６．例会ではプログラム委員会とともに新会員卓話を企画

し、新会員には地区研修・協議会、国際大会、家族会、趣

味の会などへの参加を勧める。

会員増強委員長 加藤 徹君

前年度の会員増強委員会で提唱された「あまRCの魅力」

の確立。今年度もその考えを

引き継ぎ、公共イメージ向上

委員会をはじめとする関係委

員会と連携をはかりながら模

索してまいります。現行の会

員のみで考えるのではなく、

会員のご家族、一般のロータ

リアン候補の方々や、これまであまロータリークラブとお

つきあいのある団体等の関係者の方々にアンケートを行い

その結果を理事会、戦略委員会等にフィードバックして「と

ても入りたくなる魅力あふれるあまロータリー」づくりの



一助となる委員会としてまいりたいと思います。

公共イメージ向上委員長 稲垣秀樹君

公共イメージ向上委員会の

目的は、ロータリーの認知度

を向上させ、会員増強につな

げることです。少しでも多く

の地域の皆様にあまRCの存

在・活動を知っていただける

よう、外部広報機関等へ積極

的に働きかけていきます。また、適時ホームページを更新

し、さらなる内容の充実とタイムリーな情報発信に努めて

まいります。

以前、ロータリーの白ジャンバーをつくりましたが、い

つの間にか在庫が空になっているので、新しい会員の方に

は配布できておりません。今後のこともありますので、少

し備蓄をしておきたいと思います。

雑誌「ロータリーの友」への関心を深めていただけるよ

う、会報内・例会内でPR活動も行っていきたいと考えてお

ります。一年間一所懸命務めさせていただきますので、ご

協力の程よろしくお願いいたします。

ニコボックス委員長 黒川元則君

家田年度、ニコボックス委

員長を努めさせて頂きます黒

川です。今年度もニコボック

ス委員会では初心に返り笑顔

で清々しく皆様をお迎え致し

ます。また、ニコボックス賞

を年２回予定しております。

会長方針にある「ロータリーの原点を見つめなおそう」

個人がその職業を通じて社会に奉仕することを根本とし会

員相互の親睦と職業奉仕を基に自由意志、善意でニコニコ

しながら投函して頂き「奉仕の泉」になればと思います。

１年間よろしくお願いいたします。

プログラム委員長 加藤春視君

会長方針である、「ロータ

リーの原点を見つめなおそ

う。親睦と奉仕、そして４つ

のテスト」をテーマに、ロー

タリーに対する知識を深め、

会員相互の親睦や新しい仲間

に入会していただけるような

魅力ある企画作りを行う。また、各委員会に協力をお願い

して会員が参加したくなるような有意義なプログラムつく

りに配慮します。

会場委員長 神野恭寿君

家田会長年度のテーマであ

る、「ロータリーの原点を見

つめなおそう。 親睦と奉仕、

そして４つのテスト」を基本

理念として、会員・ゲスト・

ビジターをお迎えする。そし

て、更なる感染症対策の充実

を図る。

しっかりできて当たり前、落ち度のない例会運営を目指

します。なにぶん経験が浅いので、足りない所、出来てい

ない所が有れば怒らずに優しく教えて下さい。それに加え、

COVID19（新型コロナ）対策を充実した会場設営を目指

します。新型コロナ対策について、何かご意見・ご要望が

有れば会場委員会委員までお知らせください。メリハリの

ある食事の提供実施。食事は例会出席にとって重要なポイ

ントであると考えます。名鉄グランドホテルと協議して、

より良い昼食の提供を心がけます。委員会内親睦を重視し

た、月1回のIDM開催。大切な1年間を、委員会のメンバー

の皆様と楽しみたいと思います。

保健委員長 藤田淳士君

代読 伊藤正征君

本委員会は、会員及びその家族及び従業員等、相互の健

康を維持し、クラブの発展に寄与する目的で発足した。高

齢化と共に、構成員の退会後の補充に困難を極めている。

一般会員にもご参加をお願いしているのが現状です。

１．今年は新型コロナウイルス感染症には十分注意を補う

よう努力しますが、皆様にも各自気を付けてください。

２．歯科医による歯の衛生に関するお話も予定しています。

３．例会日は勿論、随時申し出があれば、ご相談に応じる

ことは例年通りです。


