
   

                                                   WEEKLY  REPORT 

 

 

 

 合同例会・インターシティミーティング 予定 
 

【例会場：松戸商工会議所５Ｆ大ホール】 

2月15日（水）の例会を2月17日（金）に振替 

 

第2790地区第13G/ 5クラブ合同例会/ ＩＭ 
 

11:30～受付開始 ５Ｆ ＥＶ前にて登録後、

４Ｆにて食事を済ませ５Ｆ大ホールに移動 

 

【5クラブ合同例会】 

 

12:30 点鐘 

12:32 国家・ロータリーソング 斉唱 

12:37 来賓・IMパネラー紹介 

12:42 第13グループ会長・幹事紹介 

12:47 ホストクラブ会長挨拶 

12:50 卓話  

    第2790地区ガバナー 小倉純夫 

13:20  点鐘 

       ～休憩～ 

 

【インターシティミーティング】13:40 ～ 

 

  シンポジウム 

   テーマ『職業奉仕を語ろう』 

  ～講評～次期Ｇ補佐挨拶 

    ～次期ホストクラブ会長挨拶 

 

15:00 閉会予定 

 

第2381回 移動例会 2月17日（金）    

 

国際ロータリー 第2790地区 第13グループ 
 

松戸北ロータリークラブ会報 

 

第2376回 例会 2023年 1月11日(水) 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

毎週水曜日12：30より（第1例会18：30） 

流山市前ヶ崎717「柏日本閣」      

松戸市八ヶ崎1-11-13 ｻﾝﾗｲｽﾞﾊｲﾂ101   

047-711-5950 / 047-711-5910   

www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp 

■国際ロータリー会長 ｼﾞｪﾆﾌｧ－E・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ  

■第2790地区ガバナー    小倉 純夫        

■第13Gガバナー補佐     髙橋 竜一    

■松戸北ロータリークラブ会長 大川 高明 

■松戸北ロータリークラブ幹事 大塚 精一    

2022-2023年度   

例会出席率 80.0 ％ 

  「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・好意と友情を深めるか 

          ４・みんなのためになるかどうか 
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＜第2376回 例会プログラム＞ 

                                                司会  小林辰幸会員 

  

     12:30 例会開始時まで各自食事  

     12:50 点鐘                          大川高明会長 

          ロータリーソング静聴  【♪奉仕の理想】  

     12:55 お客様紹介                     小澤直之会長エレクト 

           松戸東ロータリークラブ 岩瀬良一様 

          会長挨拶・理事会報告                大川高明会長 

           幹事報告                       大塚精一幹事 

     13:00 卓話                          大塚精一幹事 

 

     13:15  【委員会報告】 

          ■出席親睦委員会                平田洋一委員長 

             諸事お祝い 

            出席率発表 

          ■社会奉仕委員会                野澤新之助委員長 

            本日の社会奉仕基金発表 

          ■ニコニコ委員会                 吉田俊一会員 

            本日のニコニコ発表 

 

 
＜会長挨拶＞                           大川高明会長 

 

2023年の年頭に当たり会員の皆さまには謹んでお祝い申し上げます。昨年は大

川高明、大塚精一年度のご支援ありがとうございました。コロナ禍でしたが理

事の方々、会員の皆様のご協力で例会の取消もなくプログラム通り開催できま

した。特に10月にはなかよし学級への梨狩りを実施し久しぶりの奉仕活動とし

て多くの会員の参加を頂きました。成田空港でのPolioデーにも多くの会員の

方々に参加いただきました。また、12月のクリスマス家族例会では多くのご家

族の方にも参加いただきました。他にもいろいろとご協力いただき感謝申し上

げます。ありがとうございました。 

 

今年の年末年始は風もなく穏やかないい天気でした。今年は十二支では四番目

の卯年です。卯年は安全、飛躍や向上の年と言われています。また、十干では十番目の「癸(みずのと)」で

す。癸は静かで温かい大地を潤す恵みの水を表し、十干の最後にあたるため、生命の終わりと新たな生命の

成長という意味を持っています。そのため｢癸・卯(みずのと・う)｣は、今までの努力が実を結び、勢いよく

成長し飛躍するような年だとされています。 

松戸北ロータリークラブも4月には創立50周年式典が開催されます。伝統ある我がクラブも今年をさらな

る飛躍の年にしたいと思います。会員の皆さまのご協力よろしくお願い致します。 

 

・「十干じっかん」＝太陽を象徴とした生命の循環を表す 

 甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、丁(ひのと)、戊(つちのえ)、己(つちのと)、庚(かのえ)、 辛(かの

と)、壬(みずのえ)、癸(みずのと) 

・「十二支」＝月を象徴とした生命の循環を表す 

 子(ね)、牛(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、 酉(とり)、

戌(いぬ)、亥(い) 

 

 

＜ゴルフ同好会＞                         関征啓会員 

 
 

・新年会につきまして。１月２７日 時間未定。 

・４月１４日の５クラブコンペのメンバー選出につきまして。 
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齋藤國春会員 

妻の誕生日祝い有難うございます。 

８０歳を超えましたが元気で暮らしております。 

 

 

 

平田洋一会員 

なんだか複雑な気持ちですが、妻の誕生日祝いありがとうございます。 

 

 

 

大川隆永会員 

誕生日のプレゼントを頂きありがとうございました。 

お蔭様で白髪頭の４８歳になりました。 

酒に飲まれぬ様、頑張ります。 

 

  

  

  中原光男会員 

  あけましておめでとうございます。 

  今年もニコニコ委員会をよろしくお願いします。 

   

  小林弘会員 

  会員の皆様新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

  年賀状多くの皆さんに頂きました。ありがとうございました。 

  小生高齢につき賀状失礼いたしました、お詫びいたします。為にニコニコ。 

 

  大川高明会長、大塚幹事 

  会員の皆様のお陰様を持ちまして、上半期大過なく終了することができました。 

  厚く御礼申し上げます。残る下半期も５０周年事業を含め、皆様方のさらなる御協力よろしく 

  お願い申し上げます。 

 

 《会報編集委員》岡本真理子・関 征啓・小澤盛明・平野崇広 社会奉仕基金 3606円 



 

  

                                                   WEEKLY  REPORT 

 
 
＜ニコニコ委員会＞                        吉田俊一会員 

 

浅野久会員 

お誕生日のお祝いをありがとうございます。 

 

 

 

 

並木幸雄会員 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

８５歳になりました。元気に過ごしたいと思います。 

 

 

崎谷延好会員 

家内の誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

歳は申し上げませんが、化粧を落とした時はそれなりに歴史を感じさせます。 

まあ元気なら良しとして、仲良くやっていきたいと思います。 

 

 

小澤盛明会員 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 いよいよ、拝殿に向かって参拝です。帽子や手袋を外します。一礼の後、鈴をならして穢れを払いお

賽銭を入れます。続けて２回礼をします。両手を合わせて、右手を少し手前に引き、２回柏手を打ちま

す、そこで自分の名前と住所、成就したいことがあれば、その為に頑張っていることを神様へお知らせ

して、それから感謝の気持ちを込めて祈ります。「神頼み」という言葉がありますが、神様にはお願い

ことをするというよりも、誓いを立てて見守って頂く、という考え方が良いと思います。参拝が終わっ

たら、また一礼します。 

 参拝の後におみくじを引いた時の心構えをお伝えします。「吉」を引いたときは良いことがあると言

いうよりはチャンスがあると考えてください、「凶」についても悪いことがあるかもしれないので気を

付けましょうという暗示です。日々の行動を清く正しく慎重にと言う事だと思います。 

私が正月の三が日、巫女さんとおみくじを売っていた時、外人さんに「小吉」のおみくじを見せられこ

れどうゆう意味ですかと尋ねられました、少し考えてからリトル・ハッピーと答えました。外人さんは

納得し喜んでいましたが、リトル・ラックと答えた方が適切だったようです。 

 最後に神社から帰る時も鳥居をくぐったら一礼します。 

 喪中の参拝については宗派、地域によって異なるようですが、一般的に神道では死を穢れと考えるた

め、忌中（四十九日まで）を過ぎるまで避けた方が良いと思います。お寺への参拝は忌中でも問題はあ

りません。 

 最後に松戸北ロータリークラブとクラブの皆様にとってこの1年がエクセレント・ラック（大吉）で

あることを祈念して本日の卓話を終わらせて頂きます、ご清聴ありがとうございました。 
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今月は職業奉仕月間です。 
ロータリーには基本理念があり、これはロータリアン共通の目的や指針として、長い年月をかけて形づ
くられたものです。 
その中でもロータリーの目的です。 
 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体
的には、 
 

• 第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること 
• 第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕        
    する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること  
• 第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の  
    理念を実践すること  
• 第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を  
    推進すること 

 
また四つのテストがあります 
ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚えておくべき4つの問い、それが「四つのテスト」です。政
治や宗教に関係なく、すべての人びとの倫理的指針となるこのテストは、100カ国語以上に翻訳されて
います。 
言行はこれに四つを照らしてから 
 

• 真実かどうか 
• みんなに公平か 
• 好意と友情を深めるか 
• みんなのためになるかどうか 

 
です。 
奉仕部門には五つ有り5大奉仕と言われています。 
 
クラブ活動の土台となる5つの奉仕部門を通じて、地域社会や海外での奉仕に力を注いでいます。 

• クラブ奉仕は、会員同士の関係をはぐくみ、積極的な会員増強計画を実行して、活気あるク 
   ラブづくりを行うことです。 
• 職業奉仕は、すべてのロータリアンが倫理と高潔さをもって仕事にあたり、職業の知識や 
   スキルを社会のニーズ解決のために進んで役立てることです。 
• 社会奉仕は、すべてのロータリアンが、地域の人びとの暮らしを豊かにし、より良い社会づ 
   くりに貢献することです。 
• 国際奉仕は、国際的なプロジェクトでボランティアを行い、海外のパートナーとの協同活 
   動を通じて、平和と相互理解を推進することです。 
• 青少年奉仕は、インターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）、ロー  
   タリー青少年交換などを通じて、青少年や若い世代の社会人がリーダーシップ能力を伸ばせ    
   るよう支援することです。 

 
1/25日（水）は職業奉仕について地区より講師を招き、卓話をしていただく予定です。卓話を聞いて職
業奉仕について改めて考えましょう。 
 
 

今年度佐久間会員、中山会員の2名の方に入会いただきました。ありがとうございました。引き続き
会員増強には努めたいと思いますのでよろしくお願い致します。会員増強については5月、昨年に続き
職業奉仕委員会と会員増強委員会合同で外部講師例会を実施致します。多くの入会候補者を招待できる
ように今から多くの人にまず声をかけていただき、当日多くの入会候補者が来るようにお願い致しま
す。 
 奉仕活動については引き続き「ダイバーシティA.C千葉」への支援、次年度に向けてはなかよし学級
への梨狩り体験実施に向け、地区補助金申請等準備して参ります。 
 後半も引き続きいろいろとプログラムを実施致しますのでよろしくお願い申し上げます。 
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＜幹事報告＞                           大塚精一幹事 
 

皆さん、改めまして明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願

い申し上げます。 

 それでは幹事報告を申し上げます。６点程あります。 

1 奨学生の世話クラブとカウンセラーのお引き受けについてのお願い 

 小倉ガバナー 

 可能なクラブは2月6日（土）まで回答 

2 国際奉仕セミナーご案内 

 藤崎泰裕奉仕プロジェクト統括委員長 

 1月19日（土）17：30～   ZOOMで実施 

3 新年祝賀会のご案内 

 松戸青年会議所  加藤公人理事長 

 1月29日（日)1：30～  ロイヤルガーデンパレス日本閣 

4 松戸西ロータリークラブ 

 稲葉のりひさ幹事 

 1月31日（火）休会 

5 松戸中央ロータリークラブ 

 霞末みち代幹事 

 1月26日（木）移動例会  金太楼 常盤平店 

 6 来週18日の例会は、東漸寺で午後6時から新年会となりますのでお間違いのないようにお願い致し   

 ます。場所は昨年の花見例会と同じ場所になります。 

以上幹事報告でした。 

＜理事会報告＞                          大川高明会長 

第１号議案 インターシティミーティング（IM）開催について 

  日時 2/17日（金） 5クラブ合同例会 12：30点鐘 

            インターシティミーティング 13：40 

第2号議案 職業奉仕員会②の外部講師例会（オープン例会）日程と開始時間等について 

  開催日 5/24日（水）は決定 

  詳細は検討中 

第3号議案 クリスマス家族例会収支について 

  予定通りの予算内で収まりました 

第4号議案 RAILAについて 

  今年度の参加は中止にしました。 

第5号議案 第13グループ親睦ゴルフ大会について 

  日時 4/14日（金）7：10集合 

  場所 藤ヶ谷カントリークラブ（スタート8：00/OUT・INコース各6組） 

  各クラブより例年通り選手8名登録（3/31日までに報告） 
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＜卓話＞                             大塚精一幹事 
 

「卓話」神社の正しい参拝方法 
 大川高明会長から本日の卓話について依頼されました、例会時、幹事報告で余計な事を色々しゃべっ
ているので、空いている卓話の時間があるから何か話をしてみて下さいとの意味だと理解しました。
ノーと言わないのがロータリーという事で引き受けました。 
本日は年明けの最初の例会なので神社の正しい参拝方法についてお話させて頂きます。そのまま参拝の
方法だけお話すると2分位で終わってしまうので、話を膨らませるため私の地元の神社と参拝方法に直
接関係のない話もしますのでご理解を頂きたいと思います。 
 まず、私が役員を務めます幸谷赤城神社についてお話させて頂きます。 
私は昨年の4月からこの神社の総代に就任しています。幸谷赤城神社は新松戸駅の東側に鎮座し、大己
貴命（おおなむちのみこと）をお祀りする古刹です。 
この神社は1589年に群馬県の赤城神社から分祠し現在の場所で434年の歴史を持ちます。また、武蔵野
線の開通により赤城神社が鎮座していた山が削られ昭和52年（1977年）の46年前に現在のお社が建立
されました。現在あるお社はJRに売却した土地と山を崩し、新松戸地区を埋め立てた山砂を売った資金
で建立されました。建築様式は本殿と拝殿が合体されたもので、近在では初めての本格的な建物となっ
ており、近在の神社の立て直しの際はこのお社を見本として建立されたと聞いております。 
お祀りする祭神は大己貴命で大黒様の幼名です。大黒様は大国主命（おおくにのぬしのみこと）と大黒
天が合体した神様です。大国主命は因幡の白兎の物語に出てくる心やさしい神様です。大黒天は元々イ
ンドの神様で、インドではマハーカーラ（英語圏ではサタン）と呼ばれ悪魔の化身でした。その神様が
インドから中国を経て日本に来て大国主命と合体して大黒様となり七福神の仲間入りをし、福の神とし
て崇められています。その大黒様の幼少の頃の神様が祀られている神社です。 
 神社の自慢は、①大きな立派なお社があり、夕日に映える姿は素晴らしく一見に値します。②松戸市
指定樹木で樹齢300年以上の大きな椎の木がある事。③鳥居に飾られるしめ縄を毎年例大祭の時に藁で
蛇を模して作られています。この作業は地元の若い消防団にもお手伝いを頂き10人以上が力を込めて
作り上げます。これについては有形・無形両方で文化財の指定を受けてもおかしく 
はないと思っています。この3点が赤城神社の他所では見られない自慢です。 
 それでは本題の神社の正しい参拝の方法についてお話させて頂きます。 
 神社に行きますと最初に参道の真ん中に鳥居があります。鳥居は神域の内と外を区分する結界です。
内は神様がお鎮まりになる御神域です、外は人間が住む俗界です。鳥居は一基、２基と数え外側から１
の鳥居、２の鳥居と呼びます。 
鳥居の由来は一説では神代の昔、天照大神が天岩戸に隠れたとき、鶏を鳴かせ岩戸を開かせた、その時
鶏が止まっていたのが鳥居だと言われています。 
 鳥居は一般家庭の門と考えて下さい。そのまま鳥居を素通りするのは、挨拶なしで他人の家にずかず
かと入り込むようなもので、とても失礼な好意にあたります。まずは鳥居をくぐる前に一礼し、神様に
挨拶しましょう。そのとき、お辞儀はまん中を避けた場所で行ってください。 
神社によっては鳥居がいくつもあるところがあります、一つひとつに丁寧にお辞儀をして下さい。た
だ、弁天様のように鳥居がいくつも並んでいるようなところは入口だけでいいと思います。 
鳥居をくぐり参道を歩くときは、手水舎（てみずしゃ・てみずや・ちょうずしゃ・ちょうずやの４つの
言い方あり）がある側の通行になります。幸谷の赤城神社の場合は手水舎が神殿に向かって左側にある
ので左側通行になります。 
中央は神様が通るといわれているので避けましょう。ただし、三が日等で混雑している場合は流れに
沿って進んでください。 
 次に手水舎で心身を清めます、まず右手に持った柄杓でたっぷりと水をすくい、左手に少しかけま
す。左手に柄杓を持ち替えて、右手に少しかけます。また右手に柄杓を持ち替えて、左手の手のひらに
水をためて、口をすすぎ右手で口を隠し砂利敷き等に出します。その左手に水をかけて清めたら、両手
で柄杓の柄を立てるようにして持ち、残った水で柄を伝うようにして洗い流します。 
手を拭くものをあらかじめ用意しておきましょう。これが正しい作法なのですがやってみると結構難し
いです。この作法を正しく美しくできると格好良い大人に見える筈です。この一連の流れは茶道と大相
撲にも同じような作法が見られます。 
元々神社を参拝するときは川に入って体を清めたとの事。伊勢神宮では五十鈴川、熊野本宮大社も昔は
３本の川の中州にあり、それぞれ参拝するときは川の 
中に入り身体を清めていました。しかし現在ではなかなかできませんので手水舎により略したのが始ま
りのようです。 


