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＜点 鐘＞ 会長 山本 辰男 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

 

＜本日のゲスト＞ 

飛騨総社宮司  堀之内 由人 様 

  

 

＜会長の時間＞ 会長 山本 辰男 
 

今日の例会は親睦委員会の担当例会です。都竹委員長宜し

くお願いします。 

親睦委員会にしては珍しい講師例会です。このクラブの 3

代目会長堀之内由雄さんの子息、由人様に後程お話をして

頂きます。宜しくお願いします。 

本日は新嘗祭についてお話をして頂けます。今、勤労感謝

の日となっていますが、職業奉仕を重んじるロータリーク

ラブとしては大変気になる日です。秋の収穫を祝う日が、

ひごろの労働に対して感謝する日になった経緯も大変興

味があります。どうぞよろしくお願い致します。 

さて、私共の業界も今、おせち商戦に入ってきました。10

月の終わり頃に永井さんや、清水さんが見本市を開催され、

それを参考に献立を作り、先週ぐらいに見本を作り、現在

写真取りの真っ只中です。広く全国に販売をするところは

まだ暑い盛りにそれをするのだそうですが、地元向けは今

頃です。今年のおせちのテーマをご存知でしょうか。正直

にです。今年は何か写真写りが悪いような気がします。 

それから、今月の月信を見て頂きましたでしょうか。5ペ

ージです。来週の例会には皆様の決意を聞かせて頂きたい

と思いますので是非例会にご出席をお願いします。 

 

＜幹事報告＞     幹事 中田 專太郎 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

  ・「日台ロータリー親善会議」開催の連絡 

   日時：２０１４年１月２６日１４：００～ 

   場所：台湾 円山大飯店 

 

◎ロータリー米山記念奨学会より 

  ・ハイライトよねやま１６４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 
親睦活動委員会  都竹 委員長 
 

皆さんこんにちは、今日は勤労感謝の日というテ－マで委

員会を行うようにとの指示のもと、勤労感謝の日をインタ

－ネットで調べてみると、国民の祝日に関する法律第 2

条によれば「勤労をたつとび、生産を祝い、国民互いに感

謝しあう」ことを趣旨としている。 

1948年(昭和 23年)に公布、施行された同法により制定さ

れたそうです。 

その昔は、新嘗祭ということで、これは、飛騨総社の堀之

内宮司様にお話しをしていただき、これからの日々の生活

に役立てて頂ければ幸いということで企画しました。 

それでは、堀之内様よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長  山本 辰男   ◆幹事  中田 専太郎   ◆会報委員長 前越 路子  ◆会報担当 岡崎 壮男 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

983 回 
51 名 50 名 44 名 － 88.00% 

前々回 

981 回 
51 名 50 名 47 名 1 名 96.00% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2013～2014年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「楽しい時(例会)が素晴らしい人生(ロータリー)を創る」 
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＜卓話＞ 新嘗祭について 

飛騨総社宮司  堀之内 由人 様 
 

皆さんこんに

ちは、私は、今、

この会場に一

歩足を踏み入

れた途端、場違

いの所へ来た

な、しまったな

というのが率

直な感想です。 

都竹さんより

お話しを頂い

た時、私のでき

る事であればと軽い気持ちで受けてしまい、後悔していま

すが、せっかくこの様な機会を与えてもらえたので、私な

りの考え方、豆知識的なことを、お話しさせて頂きたいと

思いますので、どうぞご清聴の程よろしくお願いします。 

１.新嘗祭について 

まず、日本語の中で私なりに一番美しい言葉は何かと考え

たとき、それは、「ありがとう」ではないかと思います。 

この、「ありがとう」は、心が朗らかになる言葉ではない

かと思います。つまり、「ありがとう」という言葉を発す

るときは、感謝の気持ちを表すときです。今度の 23日は

勤労感謝の日ということです。この勤労感謝の日 11月 23

日というのは、国民の祝日に関する法律により制定されま

したが、他の祝日(何かの記念日)とは違っております。 

即ち、日本は古くから神々に五穀(稲.粟.麦.稗.豆)の収穫

を祝う風習があり、その五穀豊穣に対してお願いするのが、

春祭り祈年祭(きねんさい.としごいのまつり)、これに対

して感謝と収穫の祭りが新嘗祭(にいなめさい.しんじょ

うさい)です。 

飛鳥時代から行われている新嘗祭は、1872年(明治 4年)

までは旧暦 11月の 2回目の卯の日に行われていました。

1873年に太陽暦が導入され、そのままでは新嘗祭が翌年 1

月になって都合が悪いということで、新暦 11月の 2回目

の卯の日に行うこととしました。 

それが 1873年(明治 5年)では 11月 23日でした。しかし、

翌 1874年からは、11月 23日に固定して行われるように

なりました。

これは、毎年日にちが変わってはまずいということです

11月 23日という日付自体に深い意味はなく、たまたま、

日本が太陽暦を導入した年 1873年(明治 5年)の 11月の 2

回目の卯の日が 11月 23日だっただけのことなのです。 

また、本当は、新嘗祭の日と制定したかったのですが、天

皇の国事行為にあてる日を休日にするわけにはいかない

ので、感謝の日、ただ労働によって生産するだけでなく、

働くことの喜び、収穫できることの喜び、全ての感謝に結

びつけて、勤労感謝の日と制定されました。 

２.二礼、二拍手、一礼の意味 

現代では、家に神棚、仏壇のない家が多くなっています。

崇める対象物がないので、子供は親の姿を見て育ちますが、

親がそういったことをしない、よって、子供もしないとい

う状態になっています。 

例えば、今、七五三のシ－ズンですが、御下がりを渡して

も 9割方の子供は親に促されないと『ありがとう』を言え

ません。 

神社に参られたとき、二礼、二拍手、一礼の作法で拝礼し

ますが、これはどうしてこのように行うのか私なりに調べ

たのですが答えはありませんでした。これが当たり前のた

め説明がないということです。 

私なりに説明させて頂くと、お参りできるということは、

体が動くからこそ、つまり、こうして生活できる事に対す

る感謝の表れを一礼、柏手 1つでもって、人が態度で示す

のかな。次に、二礼二拍手目は、人間である以上、神様に

対して「お願いします」という気持ちの表れを態度で表す

のかな。最後の一礼は、日本人たるゆえ、目上の方に対し

て必然的に頭が下がります、神様ですので一礼と畏敬の念

を表す一礼とこのように私は捉えて説明しております。 

このような意味を心にもって参拝をすることが大切では

ないでしょうか。 

３.最後に 

子は親の姿を見て育つ、親は子供の手合せ鏡という言葉も

あります。会社において社員は、トップの姿を見て育つと

思います。皆様も健康で感謝の気持ちを忘れずに手本とな

る人間を目標にしてくださればと思います。 

４.豆知識として 

もうすぐお年玉の時期が来ますが、お年玉の本当の意味は、

年神様の魂の宿ったお鏡餅を鏡開きに分けて与えて貰う

事だそうです。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

本日は、堀之内宮司のお話楽しみにしております。よろし
くお願い致します。           理事役員一同 

 

本日の講師、堀之内宮司にはよろしくお願いします・また、

結婚記念日と誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

 山本 辰男 

 

飛騨総社 堀之内宮司様 本日はよろしくお願い致しま

す。高山中央ＲＣでは、いつでも席を開けて待っています

のでぜひ来てください。 松之木 映一 

 

堀之内様、日頃は高山市子供伝承芸能保存会に多大なるご
協力を頂きありがとうございます。お話を楽しみにしてお
ります。 田中 雅昭 

 

剣道７段合格しました。私にとってはとんでもない事なの
で本当に嬉しいです。 渡辺 修治 

 

 

 

 

娘が勤めている「ピーチ」ＬＣＣのドキュメンタリーに出

ておりました。そのキャリアウーマンぶりに驚かされると

共に増 「々帰って来い」とは言い辛くなる感じで、父親と

しては複雑な心境です。 中田 專太郎 

 

先日の村橋直前ガバナーのホールインワンコンペで間違

ってドラゴン３つも取ってしまいました。スコアは散々で

したが嬉しかったのでニコニコへ。 中田 学 

 

先週は誕生日祝いを頂きありがとうございました。土日に

自社でタイヤフェアーを開催し２日間でスタットレスタ

イヤ脱着を１００台やりました。今日は身体がガタガタで

す。 黒地 重雄 

 

結婚記念日のお菓子を頂きありがとうございます。 

和田 良博 

 

結婚記念日祝いを頂きありがとうございます。 大原 誠 

 


