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本日の例会（1297 回）     

◎ソング   「君が代」「Be a Rotarian

     小山

◎プログラム             

 

 

 

 

 

会長

皆様こんばんは。今月はロータリー財団月間で

す。古川会員がお持ち下さった財団の分かりやす

いパンフレットは、コピーして皆様にお渡しでき

てますのでご覧になってください。後ほど栗田委

員長に卓話でお話していただきます。

先月の 11 月 23 日は勤労感謝の日、そして新嘗

祭でした。この日のことについて書かれているの

を見つけたので纏めました。お聞きくださいませ。

「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝

し合う日」と 1948 年に法律で定められました。勤

労感謝の日が制定されるまでは、全国各地の神社

で「新嘗祭」が行われてきました。今でも新嘗祭

は宮中祭礼の中で唯一、古代から受け継がれた最

も重要なものとされており、その年に収穫された

新しい穀物を天皇陛下が神嘉殿において皇祖はじ

め神々に供え、神恩を感謝された後

がられる儀式が執り行われています。

日本では昔から神々に五穀（米、麦、粟、豆、

黍（きび）又は稗（ひえ））豊穣を願う風習があり

ました。新嘗祭の起源は日本神話、古事記の天孫
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 12 月  2 日（水） 次週予告             

Be a Rotarian」 

小山 一子 会員 

                

年 次 総 会  

◎ソング 「奉仕の理想

           

◎プログラム    クラブフォーラム

           

会長 馬場 和代 

今月はロータリー財団月間で

す。古川会員がお持ち下さった財団の分かりやす

いパンフレットは、コピーして皆様にお渡しでき

てますのでご覧になってください。後ほど栗田委

員長に卓話でお話していただきます。 

日は勤労感謝の日、そして新嘗

祭でした。この日のことについて書かれているの

を見つけたので纏めました。お聞きくださいませ。 

「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝

年に法律で定められました。勤

労感謝の日が制定されるまでは、全国各地の神社

で「新嘗祭」が行われてきました。今でも新嘗祭

中祭礼の中で唯一、古代から受け継がれた最

も重要なものとされており、その年に収穫された

新しい穀物を天皇陛下が神嘉殿において皇祖はじ

め神々に供え、神恩を感謝された後 自らも召し上

がられる儀式が執り行われています。 

日本では昔から神々に五穀（米、麦、粟、豆、

黍（きび）又は稗（ひえ））豊穣を願う風習があり

ました。新嘗祭の起源は日本神話、古事記の天孫

降臨にあり、天照大神が地上の葦原中つ国（あし

はらなかつくに＝日本）を統治するために高天原

（たかまがはら）から地上に降りようとする孫の

瓊瓊杵尊（ニニギノミコト）に稲穂を授け

を中つ国にもたらし、穂を播いて成熟させたと伝

えられています。新嘗祭の最も古い記録は、日本

書紀に皇極天皇元年（西暦

を行われた」とあり、命の糧となる稲の豊かな稔

りに感謝する新嘗の神事が行われたとの事。因み

に新米は新嘗祭が終わるまで誰も食べないのが習

慣だったともいわれています。

話は変わりますが、11

の風炉から冬の炉に変わり「茶人正月」と言われ

炉開きの行事が行われます。茶家では畳表を替え、

炉檀も炭、灰も取り換え、茶庭もきれいに手入れ

し、露路（ろじ）のまがきなど竹

竹に替え、全てを清浄にして亭主も客も紋付や訪

問着を着て威儀を正してこの日を迎え「炉開き口

切の茶事」をいたします。茶師に詰めていただい

た新茶を入れ、美濃紙で封印された壺を手前席で

封印の口切りの儀式をしてお客様所望の茶を濃茶

” 

ル・クプタ 

●創 立 平成 5 年 4 月 10 日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  

●事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83

●会 長 馬場 和代 ●幹事 木本 玲子
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玲子 ●会報委員長 山本 章太郎 
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を練り、薄茶を点てていただきます。その際、懐

石料理や点心、またはおぜんざいなどがふるまわ

れます。そののち茶壷に朱の組紐で飾り結びをし

て後座のお床に飾られます。1 月の初釜とともに

11 月の茶事の楽しみでもあります。本日は以上で

ございます。 

 

 

 

ロータリー財団委員会プログラム 

栗田 義博 会員 

 

 

 

1917 年基金として発足。1928 年国際大会で財

団と名付けられた。1931 年に信託組織、1983 年

米、イリノイ州の法令の下に非営利財団法人、財

団の法人設立定款と細則に従って、ロータリー財

団管理委員会が慈善的、教育的目的のためにのみ

運営するものとする。 

 その使命はロータリアンが健康状態を改善し、

教育への支援を高め、貧困を救済することを通じ

で世界理解、親善、平和を達成できるようにする

こと。 

 さて 1917 年に発足したロータリー財団ですが、

これを提唱したのが、6 人目の国際ロータリー会

長のアーチ・クランフです。アーチ・クランフは

貧しい少年時代を経て、オハイオ州クリーブラン

ドで実業家として成功した立志伝中の人物。フル

ート奏者でもあり、スポーツマンでもあった。ロ

ータリー草創期にロータリー発展の基礎を築いた。

国際ロータリーの新定款を起草する委員長を務め、

地区制度の地区ガバナー職をつくり、年次地区大

会を確立。全ロータリークラブのため標準ロータ

リークラブ定款と細則を書き上げ 1915 年に採決。

1912~1913 年クリーブランド RC 会長「寝ても覚

めてもロータリー、夢を見るのもロータリー」ロ

ータリーを不滅にする手段として財団を設立。 

 1947 年 1 月 27 日ポール・ハリスがシカゴで亡

くなった。ここに多くの寄付が集まり、財団の基

礎となり、高等研究奨学金→国際親善奨学金 

1957 年財団の活動に寄付した人々への感謝を

示す手段としてポールハリスフェローの認証を開

始。 

1985 年、ロータリー150 周年の 2005 年までにポ

リオの撲滅を目指してポリオプラスプログラムを

スタート。2002 年世界 7 ヵ国 8 大学をパートナー

大学に指定。世界平和奨学金を発足。 

 「ロータリークラブは場所を問わず一つの基本

的理念をもっている。それは奉仕の理念で、他の

人々を思いやり、他の人々の役に立つことである」 

「奉仕の理念は人々をつなぐ真の絆である。奉仕

とは単によいことをするだけでなく、人々の役に

立つことだ。世界では人々が異なる言語を話し、

異なる食事をし、異なる衣服を着て、異なる宗教

を信奉している。こうした人々を結び付けるには

強力な絆が必要だ。ロータリーではその絆が超我

の奉仕という理念なのである。」 

1987 年～1988 年国債ロータリー会長チャール

ズ・ケラー氏の言葉。 

  

アーチ・クランフ（1869～1951） 

職業分類「材木---卸売りならびに小売り」 

1869年6月6日生 ペンシルバニア州コネチカッ

ト生まれ。12 歳で生活のため学校を退学。クリー

ブランドの夜学に通い独学。18 歳でクリーブラン

ドのキューヤホガ製材所の雑用係。とんとん拍子

で出世して会長、総支配人、経営者になる。クリ

ーブランドオーケストラでフルート奏者兼マネー

ジャー。1914 年クリーブランド RC 入会。 

 

 

 
なし 
 

今回のニコニコ          0 円 

本日までの合計      211,000 円 
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□ソング 

「四つのテスト」 

小山 一子 会員 

□出席報告 

 
会員

数 

出席

免除 
算定 本日 出席率 

本日 27 1 26 23 88.46 

□お客様 

なし 

 

□幹事報告 

・ロータリアンサッカー大会の案内が来ておりま

す。サッカーに興味のある会員は参加してほし

いとのことです。 

2021 年 2月 7日 10時～16 時 

ヴィッセル神戸ホームグランド 

・元グローバル補助金奨学生が、神戸元町で PCR

検査のできるクリニックを開業されたとお知ら

せがありました。 

神戸アイジスクリニック 電話 078-381-8323 

 

□臨時理事会の議事録 

日時：令和 2年 11月 25 日（水）20：00～20：30 

出席者：理事役員全員 

・次期の役員が承認されました。 

 2021～2022 年 役員（案） 

 会長：大門 美智子 

 幹事：竹原 善記 

 副会長：石原 正裕 

 SAA：那須 範満 （副）大山 昌勲 

 会計：林田 充弘 （副）石原 正裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

https://www.tknakarc.com 
 

事務所 ＦＡＸ番号  0797-83-1110 

事務所 Email  tknaka@tknakarc.com 

週間報告 


