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本日の例会第

会長の時間

2123 回 6 月 27 日

６月２０日
佐藤

◇ソング「手に手つないで」
◇年度末例会

副会長

ロータリーの友 2014 年 5 月号に気になった記事が

飯室会長・北畑幹事

ありましたのでご紹介したいと思います。
まずその前に、2014 年 2 月末現在、2660 地区にお
きましては、クラブ数 83、会員数 3,692 人でござ
います。

今

週

の

動

き

記事は、「ロータリアンのための会員の入会と維持
入門」でございます。

6/28（土）元ガバナー補佐会
於）ホテル阪急ｴｷｽﾎﾟﾊﾟｰｸ 1F「花せんり」
川西会員

2003 年～2013 年までに会員数が最も減少した国と
地域は、アメリカで、マイナス 58,481 人。次いで
日本の、マイナス 23,248 人です。
一方、2003 年～2013 年までに会員数が最も増加し
た国と地域はインドで、34,068 人増。次いで、韓
国の 12,671 人増。以下、ドイツ 11,114 人増。台湾

次週例会予定

7 月

4

7,567 人増。そして、会員が増加した国々のコメン

日

トが載っています。

◇方針発表
佐藤会長・西田幹事
SAA 中尾会員
会
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増強・拡大賞をいただきました。ここに、ご報告申
し上げます。
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2014～2015 年度に、摂津ロータリークラブは会員
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動の参考にしたいと考えております。
また、先日の会員拡大増強セミナーにおきまして、
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私自身もこの記事をさらによく読んで、次年度の活
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幹事報告
1.

北畑

幹事

茨木ロータリークラブより、IM の報告書が届
きましたので、本日配布いたしました。

2.

本日、摂津まつり協賛金の封筒をお入れして
おりますのでご協力よろしくお願い致します。

本日のゲスト
セントラルポイント株式会社
代表取締役

西尾賢司氏

持ち回り理事会報告
１ 川脇会員の高槻 RC への転籍願の件
承認
２

稲垣会員の出席免除申請の件
承認

委員会報告
§国内奉仕委員会
宮野 委員長
送れておりました絆ボックスですが、6 月 26 日
到着予定ですので、よろしくお願いします。
§次年度幹事
西田 会員
青色の摂津ロータリー会員名簿の内容に変更が
ある方は、事務局までお知らせください。
卓話「陰陽道と生活文化について」
宮田会員
1.始めに 伝統的な年中行事を大事にしているのか？
2.陰陽道とは 避禍招福のための擬似科学的なも
のであり、思想の核は天文術、易、五行論であ
る。当時は極めて先進的なものであった。
＊五芒星：安倍晴明の桔梗紋
3.陰陽五行説 陰陽道の根本的思想：古代中国で
起こったものである。
『陰陽説』と『五行説』と
いう別の理論を組み合わせたものである。
(1)『陰陽説』は、生命の行動を決める基本原理
であり、陰と陽の結合である。
(2)『五行説』は、5 つの気の働き「木、火、土、
金、水」を基にした陰陽道の思想の技術である。
4.四人の博士
陰陽博士
天文博士 五芒星：安倍晴明桔梗紋、天球儀
暦博士
二十四節気考
漏刻博士 水時計
＊五芒星：藤森神社の秋季祭礼時の幟に「五芒
星」が縫い込まれている。
5.暦の中には、いつも四季の香りがある:五節句等
(1)初縁起詣で
(2)五節句とは ＊節句奉行
五節句とは、旧暦（道教の考え方）で奇数の重
なる日：重陽の節句を言う＝節(句)会
＊1/7 人日の節句(お正月)
＊3/3 上支の節句（ひなまつり）
上旬の巳の日に行う。 城南宮：上支の宴（曲水宴）

用瀬の流し雛（鳥取）
当初は土とか気で人形を作っていた。人形は捨てられな
いから早くしまわないと嫁にいけない。
＊5/5 端午の節句
当初は「女の人の宴の日」であった。
（女の日と呼ぶ：
近松門左衛門）
田植の前に１軒の家に集まり宴をした。男が入って来
ないように軒下に「よもぎ、しょうぶをぶら下げて悪
魔祓い」をした。足利時代から、勝負＝男の節句とし
て幟と吹き流し（５色）を使うようになった。男の飾
り物として見せるようになったのは、大将人形が始ま
りである（当初は虫干しから始まった）
＊7/7 七夕の節句
絹の反物でお祓いした（農耕作業）＝中国思想
＊9/9 重陽の節句
栗祭り、又は菊祭り
五位以上者が宮中で「天皇から栗の支給があ
った。官位により栗の数が違った」
(3)おはぎとぼたもちは同じもの、違うもの？
(4)土用の丑の日のうなぎは薬なり。 ＊土用餅
(5)節分
(6)おせち料理等
1)七草粥：若草（薬草を摘む）芹、ナズナ、五
形、ハコベラ、仏の座、スズナ、春菊
＊「都におれば丘に登って若草を積んだのに
～」（土佐日記：紀貫之）
2)「みそ汁一杯食べますか」 「おつゆ一杯ど
うですか」
＊御所の「女房言葉」 京都の祇園、先斗町
のお茶屋あたりの「京ことば」
3)リ、ピョンニンの詩の一部
＊小豆の粥を習ってつくれ：日本では、中風
にならないようにと「かぼちゃを食べ、ゆず
湯に入る」
＊「冬至の日には、赤豆粥をつくり、以って
厄を祓う。
４）小豆粥：15 日早朝に小豆粥に餅を入れた。
＊清少納言が枕草子に『15 日は餅粥の節供』
と書かれている。粥が固まる時に、東に向か
って再拝してこれを食べると年中疫病を癒
すことになる。
5)八十八夜
＊この日にのむお茶は、何十年も寿命をのば
す効力があると言われている。
6)鏡の祝い：20 日には「鏡台の祝い」と言って、
元旦より鏡に供えた餅で祝う。
(7)彼岸とは、「中日」を中心に前後三日づつの 1
週間を言う。
＊自然を讃え、生物をいつくしむ日
(8)書き初め：1/7 から 武芸上達、書芸上達
(9）伊雑宮御料田御田植祭（伊勢三宮の内の一宮）
：
日本三大御田植祭
＊重要無形文化財「太一」を記した大うちわ

(10）天皇自ら行う「四方拝」（元旦午前 4 時より）
＊宮中祭祀の中でも最も重要な祭祀として現在も行われている
＊平安時代の儀式書「内裏儀式」、
「江家次第」
＊「香爐染御袍」を着用
(11）日本の国技：大相撲 東京国技館
(12）えびす大黒
(13）陰陽道催事
1)福井県名田庄の天壇 8/1、2/4 に行われる
2)守口市藤田町「天社宮」4/29 に行われる
(14)陰陽道：最高の霊地 富士山（不死山）

2) 五行は本来「土」を中心とした四方の方位に
由来するが後に対等化された。
日本では「天文と占莝を中心とする占術、それを
元にした呪術」更に道教的、密教的祭祀を核とし
た秘教へと発展した。

6.日取りが悪い、日が悪い
(例) 仏滅（物滅）
上記の具体例は一部である。

陰陽道とは、
1.古代中国に起こった「陰陽五行説」を中心とする
思想であり、中国固有のものであった。
(1)陰陽は天地間の大自然の法則であり、不変の原理であり、
宇宙大自然の原則である。
(注)陰陽五行説とは「陰陽説」と「五行説」と言う別々
の理論を組み合わせたものである。
(2)陰陽道は宗教ではなく、実際の経験に基づいた原始
的科学、擬似的科学とみる事ができる。
(3)この原理、原則は陰と陽にまず二分することに他な
らないのである。
陽:＋,1,黒,上,大,前,表,新,高,深,鋭,明,軽,厚,熱,乾,動
陰:－,0,白,下,小,後,裏,古,低,浅,鈍,暗,重,薄,寒,湿,静
昼,肥,賢,富,楽,勝,往,生
夜,痩,愚,貧,苦,負,復,死
(4)陰陽は生物の行動を決める基本原則である（陰と陽
の結合である）。
(5)陰陽五行とは5 つの気の動き「木,火,土,金,水」を基にし、
「陰
陽八掛＋五行」すなわち陰陽道の思想の技術となった。
＊具体的には、1)相地術：土地の気の流れを読み、
吉凶判断した。2)方位術：風水
2.陰陽五行説（陰陽説＋五行説）＊太一陰陽五行思
想とも呼ばれる。
(1)陰陽説：デジタル理論の祖ともいえる（二元的モノク
ロであって色をつけることはできない）
＊人体生理では、 男,実,熱,上,急,気：陽
女,虚,寒,下,慢,血：陰である。
陽：能動的、攻撃的、昂進的状態
陰：受動的、防御的、鎮静的状態である。
＊陰陽は絶対的なものではなく、時と所によっては反
対物へと転化する。
(例)日中の太陽のもとではロウソクは陰になる。闇夜で
はロウソクは陽となる。
(2)五行説：カラー化するために考え出されたのが五行説である。
1) 万象を 5 つのグループに範疇化するために用いられ
た概念である。自然科学的分野、博物学、哲学、医学
等の主要理論に用いられた。万物を成り立たせている
「気の 5 つの様態」へと変化し、空間を表す概念とし
て「木,火,土,金,水」で示した。

ニコニコ箱

飯室会長：もう後２回、宜しくお願い致します。
東谷会員：ザックジャパン

次は勝って下さい。

川西会員：和泉さん・辻井さんにお世話になって。
宮田会員：先週欠席して。
望田会員：西尾さん、ようこそお越し下さいまし
た。サッカーW 杯、私の住んだ国はま
だ一勝もしていません。
。。
佐藤会員：会員増強セミナーに行ってまいりまし
た。
辻井会員：川西さん・和泉さんに大変お世話にな
りました。
横田会員：本年度も残りわずか。最後まで頑張り
ましょう。

ニコニコ累計

１，１４３，１３１円

運営委員会会報担当

枠内は今回担当者

西 田 会 員

青 木 会 員

安 藤 会 員

國 澤 会 員

益 田 会 員

宮 田 会 員

