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本日のプログラム 
・司 会  春日井ＲＣ     杤本 正樹君 
・点 鐘  春日井ＲＣ     伊藤  純君 

・国 歌      「君が代」 

・ROTARY SONG  「われら日本のロータリアン」 

・ビジター紹介  春日井ＲＣ  伊藤  純君 

・歓迎挨拶   名古屋空港ＲＣ 武田 英昭君 

・食事・歓談 
・会長挨拶  春日井ＲＣ    伊藤  純君 
・ミス・ケローナ・レディー・オブ・ザレイク挨拶 
     青年大使 ミッシェル・マズールさん 
・委員会報告 
・出席報告  春日井ＲＣ    大橋 省吾君 
       名古屋空港ＲＣ  友原 寛之君 
       名古屋城北ＲＣ  小塚美知子君 
・ニコボックス報告 
       春日井ＲＣ    速水 敬志君 
       名古屋空港ＲＣ  稲熊 正徳君 
       名古屋城北ＲＣ  加藤 田鶴君 
・幹事報告 
       春日井ＲＣ    成瀬 浩康君 
       名古屋空港ＲＣ  田邊 雅彦君 
       名古屋城北ＲＣ  舟橋 伸治君       

２０１６年１０月１４日（金）２２９６回（１０月第２例会） 

 

・卓 話   2760地区ガバナー 服部 良男君 

・お礼の言葉  名古屋城北ＲＣ 長谷川幸正君    

・点 鐘    春日井ＲＣ   伊藤  純君 

 

先週の記録 

 

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君 

第 4回理事役員会 

下記の審議事項につきましては全て承認可決され

ました。 

第1号議案：開始貸借対照表並びに9月度収支決

算承認の件 

第2号議案：東尾張分区IM全員登録及びバス手配

の件 

第3号議案：第1回指名委員会の件 

第4号議案：クリスマス家族会の件 

第5号議案：例会日変更アンケート調査の件 

地区行事 

＊10 月 28 日：第 1 回地区内クラブ社会奉仕委員

長会議    出席者：伊藤一裕社会奉仕委員長 

次週予告 

＊3ＲＣ合同 ガバナー公式訪問  

グランドティアラ春日井 

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 守 山 
ＲＣ 

１０月２６日（水)１０月２６日（水） 

ガバナー公式訪問の為マリオットアソシアホテル 

名 古 屋 葵 １０月２７日（木) １０月２３日（日） 

   ＲＣ ＷＦＦの為  

 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



岩 倉 １０月２５日（火）１０月２２日（土） 

   ＲＣ ＷＦＦの為  

名 古 屋 城 北 
ＲＣ 

１０月２５日（火) １０月２２日（土） 

ＷＦＦの為  

あ ま １０月２４日（月) １０月２３日（日） 

   ＲＣ ＷＦＦの為  

犬 山 １０月２５日（火）１０月２９日（土） 

   ＲＣ 記念式典の為名鉄犬山ホテル 

名 古 屋 名 北 １０月２６日（水) １０月２６日（水） 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為マリオットアソシアホテル 

名 古 屋 北 １０月２１日（金)１０月２２日（土） 

   ＲＣ ＷＦＦの為 

 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋名駅ＲＣ  １０月１９日（水）は休会 

○岡崎南ＲＣ    １０月２５日（火）は休会 

 

出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 61 名 欠席 25名 出席率 59.% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.7%

 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○米寿になりました。孫の時代となりました。 
                足立 治夫君 
○WFF でブース当番です。皆様、お出かけくだ

さい。             青山 博徳君 
○蓮野会員にはサンライズ谷汲深坂の杜グループ

ホーム建築工事でお世話になります。久しぶりの

アテンダンス表彰を受ける喜びと大橋会員の卓話

を聞ける喜びで。        小川  長君 
○祝福を受ける喜びで      岡田 義邦君 
○妻の誕生祝いありがとうございます。 
                岡嶋 良樹君 
○卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致しま

す。              大橋 省吾君 
○祝福ありがとうございます。  近藤 秀樹君 
○みどり豊かな森を散策すると心が休まると云い

ます。ロータリーの森をご利用ください。 
                早川 八郎君 
○小川さんよろしくお願いします。蓮野 美廣君 
○加藤久仁明君が春日井交通安全管理協会の会長

私が安全協会の会長をやっています。飲酒運転は

ダメ。皆さんに PR をよろしく。松尾 隆徳君 
○祝福の皆様おめでとうございます。大橋君の卓

話を聞ける喜びで。       伊藤 一裕君

太田 弘道君  岡本 博貴君  加藤久仁明君  

加藤  茂君  風岡 保広君  河村 哲也君  

貴田 永克君  川瀬 治通君  近藤 太門君  

志水ひろみ君  社本 太郎君  杤本 正樹君  

宅間 秀順君  名畑  豊君  成瀬 浩康君  

林  憲正君  速水 敬志君  古屋 義夫君  

藤川 誠二君  屋嘉比良夫君  山田  治君  

和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 
 

卓話             大橋 省吾君 

皆様、改めましてこんにちは。本日はこの様な機会

を与えて下さった皆様と川瀬委員長に感謝致します。

有難う御座います。貴重な時間を頂いているので、

皆様にとって少しでも実の有る話が出来るように致し

ますので、最後までお付き合いください。ここからは

パワーポイントを使いながら話をさせて頂きます。先

ずは、改めて簡単に私の自己紹介からさせて頂きま

す。春日井市を中心に主に建築物のリフォーム、リノ

ベーション、新築等をさせて頂いて居ります。私の名

前の「省吾」の由来は、「論語」の三省から取って頂い

て居ります。父の思いで付けられたのですが、４４年

経っても今だ出来ていません。「曾子曰、吾日三省吾

身、為人謀而不忠乎。与朋友而交不信乎、伝不習

乎。」 （曾子（そうし）曰（いわ）く、吾（われ）日に吾

（わ）が身を三省す、人の為（ため）に謀りて忠ならざ

るか。朋友（ほうゆう）と交わりて信ならざるか、習わざ

るを伝えしか、と。） 意味は、曾子が言った。「わたし

は毎日何度も自分の行動を反省する。他人の相談に

のった際、真心をこめて接したかどうか。先生から習

ったことで、十分納得していないことを受け売りで教

えたりはしなかったか。」 日々、実践出来るようにし

たいと思いますが中々出来ないのが現状です。私が

死ぬまで努力していきたいと思います。そんな私が３

９歳位から先輩方や後輩達と毎年続けている事が御

座います。画面を観て頂きますと２月～３月には、「は

だか祭」に前厄から参加させて頂いて居ります。４月

には同期の仲間と沖縄へいきます。７月初めは春日

野部屋後援会の設営をさせて頂き、末には仲間と広

島市民球場に行きます。８月初めにはファンクラブに

入っている「西野カナ」さんのライブに行き、中旬には

大阪の舞洲で開催される「サマーソニック」を観戦しま

す。１１月は韓国へ卒業生を贈る会を行い、１２月に

は高校の同窓会を幹事として行います。この様に沢

山の仲間と楽しい恒例行事させて頂いて居ります。

今回は「はだか祭」についてお話をさせて頂きます。

（説明動画の後）起源は「はだか祭」正式名称を儺追

神事（なおいしんじ）」と言います。今から約 1250 年

前、奈良時代の神護景雲元年（767 年）称徳天皇が、

「全国の国分寺に悪疫退散を祈れ」と勅命を発した

際、尾張国司が総社である尾張大國霊神社に於い

ても祈祷をしたのが、儺追神事となって現在まで伝え

られています。目立つ節分行事が近在に無かったこ

ともあり、尾張地方に春を呼ぶ祭りとして定着したこの

神事に、裸の寒参り風習が結びついて、現在のような

はだか祭の形態になったのは江戸時代末期のことで

す。昔は、その年の恵方に人を求め、男を捕らえ儺

負人（なおいにん・神男）に仕立てた「儺負捕り」という



ことが行われましたが、現在の裸男の揉み合いという

形態は、この儺負捕りを受け継ぐものとされています。

祭当日は前半に奉納儀式を行います。笹竹に皆の

厄払い祈願をこめた儺追（奉納）布を巻きつけた

ものを、裸男たちが抱えて国府宮神社に奉納しま

す。この際は商店街や沢山の方々のお酒等を振舞

って頂きいつも感謝して居ります。後半は動画に

もありましたように参道の裸男の群の中に神男が解き

放たれ裸男たちは自身の厄払いの為に神男を触ろう

と群がります。神男の睾丸に触る事が良いとされて居

ります。神男は鉄鉾会に護られながら儺追殿に向か

い、最後は神男のＯＢの方に引き上げられ終了となり

ます。いつも奉納が終えてから２～３時間位神男待っ

ていますが、途中水を掛けられますので、寒くて堪り

ません。お時間の都合上細かいお話が出来ないの

で、申し訳御座いません。私は人が好きでひとと接す

ることが大好きです。仲間と接することで日々成長さ

せて頂いて居ります。今後も死ぬまでこの恒例行事

を行いたいと思って居ります。以上でお話を終わらせ

て頂きます。ご清聴有難う御座いました。 

 

 
会員誕生のお祝い 

 

 

アテンダンス表彰 

 

 

卓話 大橋省吾君 

 

 
 

 

※ロータリーソング 

われら日本のロータリアン 

われら日本のロータリアン 

一つの仕事をする時も 

真心こめて考える 

これは誠か真実か 

 

 

 


