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前回の例会 

2023年 2月 17日(金)第 1984回 

卓 話 「 節分とは、 

豆まきや恵方巻の意味と由来 」 

卓話者  吉村 博勝 会員   

今週の歌 「 R-O-T-A-R-Y 」「堺北ＲＣの歌」 

     「 うさぎとかめ 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰(２月度)  

中田 学 会員（第２０回目） 

鶴 啓之会員（第２回目） 
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2023年 2月 24日 第 1984号 

 

 2023年 2月 24日(金)第 1985回 

卓 話 「 国際奉仕フォーラム 」 

卓話者  国際奉仕委員長 池永 隆昭 

今週の歌 「 四つのテスト」 

      「 うれしいひなまつり 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

2022-23年度 国際ロータリーのテーマ 

       「 イマジン ロータリー」 

  国際ロータリー会長 ジェニファーE・ジョーンズ（カナダ・ウインザーローズランドRC） 

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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 森本芳宣 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/morimoto/  

E-mail ： morimoto@rid2640g.com 

会長：塩見 守  幹事：澤井久和  広報委員長：池田茂雄  編集者：那須宗弘 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

 2023年 3月 3日(金)第 1986回 

卓 話 「 社会奉仕フォーラム 」 

卓話者  社会奉仕委員長 平野 祥之 

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜2月17日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            19名 
欠席会員                      9名 

    ゲスト                        1名 
    ビジター                      2名 

今週の歌 「うれしいひなまつり」 

 

あかりをつけましょ ぼんぼりに 

おはなをあげましょ もものはな 

ごにんばやしの ふえたいこ 

きょうはたのしい ひなまつり 
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「 節分とは、豆まきや恵方巻の意味と由来 」 

吉村 博勝 会員   

 

＊節分の由来や歴史 

太陰太陽暦では立春に最も近い

新月を元とし、新年の始まりであ

ることから、一般的に立春の前日

に節分の行事が行われるようにな

った。 

では、節分とは具体的に何をする日なのだろ

うか。一般的に邪気を払い、無病息災を願う行

事といわれている。 

いにしえ、「季節の変わり目は邪気が入りやす

い」と考えられ、この時期はまだ寒く、体調を

崩しやすい」ことから、新年を迎えるにあたっ

て、邪気を祓い清める。 一年間の無病息災を祈

る行事として追儺(ついな)という行事が行われ

てきた。悪鬼(あっき・祟りをする魔物)・疫癘 

(えきれい・悪性の流行病) を追い払う行事。 

元々の発祥は中国だが、大陸文化が広く取り入

れられた平安時代、大晦日に宮中行事として追

儺(ついな・悪鬼を追い払う儀式)が行われるよ

うになったと言われている。 

これは疫病などを追い払うもので大晦日に陰

陽師 (加持祈祷をする者)がきて、 厄や災難を祓

い清める儀式、古くは「続日本書紀」のなかに、 

疫魔払いとしての記述が見られる。 

宮中行事としての追儺は徐々に衰退し、江戸時

代には行われなくなったという。 

しかし、いつの頃から追儺は豆をまいて鬼を払

い無病息災を願う「節分」という行事として庶

民の間に広まり定着した。節分に除災招福のた

め豆をまく行事は追儺の変形したものです。 

 

※節分という言葉には、 季節を分けるという意

味があり、 本来は季節の始まり日である。  

二十四節気の立春 (2月 4日) ・立夏 (5月 6

日)・立秋(8月 6日)・ 立冬(11月 8日)の前日の

すべてを指す。 

二十四節気は天体の動きに基づいて、太陽と地

球の位置関係で決まり、 立春は太陽黄経が 315

度となる日、軌道周期は一年きっかりではなく、

少しずつズレが生じていく、4 年ごとに一日増や

したうるう年を設定することで帳尻を合わせて

いるのです。節分はうるう年の翌年は2月2日と

なる。次回のうるう年は 2024 年なので、2025 年

の節分が 2月 2日になる。 

 [2025年/令和 7年 2月 3日 23時26分 節入り] 

 

※節分の鬼ってなんのこと 

昔の人は季節の変わり目には邪気が生じると

考えていたため、季節の変わり目= 節分に邪気を

追い払う悪魔祓いの行事を行いました。節分の

鬼とは、その邪気のことです。つまり、形の見

えない災害、病気、飢饉など人間の想像を超え

た恐ろしい出来事はすべて鬼の仕業と考えてい

たのです。そのように「目には見えない、この

世のものでない」という意味の「隠(おぬ)」が

転じ て「おに」になったようです。 

 

※節分に豆をまくのはなぜ  

邪気を祓い、無病息災を願うのが 「節分」 と

言う行事だが、ではなぜ豆をまくのだろうか。 

邪気を追い払うために古くから豆まきの行事は

行われていました。 

一番古くは室町時代に行われたという記録があ

ります。 

昔の人は、穀物は生命力と魔除けの力を持って

いると考えていました。五穀(米・麦・アワ・キ

ビ・豆) 穀物をばらまくことでお祓いやお清めを

する考えがありま した。五穀には霊力があり、 

まいた場所は清められ聖域になるという考えで

す。 同時に、まめは「魔目(まめ)」 を鬼の目に

投げて鬼を滅する (魔滅=まめ)に通じることから

行われました。 

 

※炒った大豆を巻くのはなぜ 

豆まきでは生の豆ではなく炒った豆を使いま

す。炒り豆にするのは、後から芽が出てこない

ようにするため、もしも、芽がでてしまったら、 

「邪気が芽を出す」として縁起が悪いとされて

いるため、昔の人は大層それを恐れたという。 

北海道、東北越後地方と宮崎、鹿児島県では大

豆の代わりに落花生を殻のままでまく家庭が多

いそうです。 

 

卓 話 

 

時間 
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※豆まきの掛け声 

豆まきをする際に「鬼は外、福は内」節分の

豆まきは鬼を外へ払い、福を家内へ呼び込むこ

とを目的としています。 

千葉県成田山新勝寺での掛け声は、「福は内」の

み。 祀っている不動明王が常に鬼を追い払って

いるから「鬼は外」はいらないのです。 

お伊勢さん志摩地域、紀伊半島では、掛け声は

「福は内」「福は内」地域を収める領主が九鬼

(くき)という名だったことから「鬼」は使わな

いというのが理由です。 

奈良県吉野町 金峯山寺では、役行者が鬼を改心

させて弟子にしたので「福は内、鬼も内」と言

うそうです。 

 

※年齢の分だけ豆を食べるのはなぜ 

豆まきが終わったら一年の厄除けを願い、自

分の年齢よりも一個多く豆を食べる。これは無

病息災と歳の数と同じだけの福を体に取り込め

るようにという思いが込められています。 

この豆は「年取り豆」といい、数が多くなって

しまった人は、代わりに「福茶」を飲むといい。 

福茶は健康や無病息災を願うもので、「よろこぶ」 

とかけた「昆布」の佃煮か塩昆布、松竹梅の1つ

でめでたい「梅干し」を 1 個、「福豆」3 粒入れ

て、熱湯を注げばできあがり。 

 

※恵方巻き 

「恵方を向いて丸かじりして無言で食べ切れば

願いがかなう」と言われてる恵方巻き。発祥は

諸説ありますが、江戸時代末期に大阪船場で商

売繁盛の祈願として始まったとも言われていま

す。恵方巻きの知名度が上がったきっかけは、 

1997 年(平成 9 年 27 年前)に大阪で開催された

「海苔祭り」。そこで行われた「巻き寿司早食い

競争」をマスコミが取り上げて、全国の「海苔

祭り」でも宣伝されるようになりました。 

1998 年(平成 10 年)にはセブンイレブンが全国で

販売するようになり、急速に普及したとされて

います。縁を切ることなく、商売繁盛の運を一

気にいただく縁起物です。 

恵方巻きに入れる具材には決まりはありませ

んが、七福神にちなんで七種類入れるのが良い

そうです。 

無病息災と商売繁盛を願って、ウナギ (あなご) 

「長寿」「上昇」「出世」・かんびょう「長寿」・

しいたけ「身を守る」・キュウリ「九利」9 つの

利をもたらす・エビ「目でたし」目が飛び出し

ている、腰が曲がっているので「長寿」・桜でん

ぶ「めでたい」鯛が原料だから・卵焼き「財の

豊かさ」「金運の上昇」黄色を金に見立てる。 

 

※恵方巻きとは 

節分の日にその年の神様 (歳徳神) がいるとさ

る方角「恵方」を向いて食 べる。 恵方は毎年変

わる。 

歳徳神(さいとくじん)の在泊する方を俗に『あ

きの方』または『恵方』といい、その一年間の

大吉方とします。歳徳神の在泊する方位を選ん

で家屋の建築、普請、造作、婚姻、移転、旅行、 

商取引をはじめ、その他何事をするにも吉方と

されています。 

 

※歳徳神(金運や幸せを司る神様)の回座する方

位は 

 毎年毎年、その年によって変わる恵方。その方

角の決め方とはどう決めるのでしょう。 

当年の天干でみる。十干とは [甲・乙・丙・丁・

戊・己・庚・辛・壬・癸] 

  甲(木の兄
え

)=甲の方向  乙(木の弟
と

)=庚の方向 

丙(火の兄)=丙の方向  丁(火の弟)=壬の方向 

戊(土の兄)=丙の方向  己(土の弟)=甲の方向 

 庚(金の兄)=庚の方向  辛(金の弟)=丙の方向   

壬(水の兄)=壬の方向  癸(水の弟)=丙の方向 

令和 5年 癸卯 (みずのと・う)「丙」『南南東』 

令和 6年 甲辰(きのえ・たつ) 「甲」『東北東』 

令和 7年 乙巳(きのと・み)  「庚」『西南西』 

令和 8年丙午(ひのえ・うま)  「丙」『南南東』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日の会長の時間は、今日 2 月

17 日は何の日かというお話をさせ

ていただきます。2005 年（平成 17

年）のこの日、中部国際空港（愛

称：セントレア）が開港しました。

中部国際空港は愛知県常滑市沖の伊勢湾を埋め

立てた空港島に建設され、24 時間運用空港で、

成田国際空港・関西国際空港と共に三大国際拠

点空港時代の幕開けとなった。略称として中部

空港、中部と称されるほか、中空とも呼ばれて

います。名古屋市の中心部から南へ約 35 ㎞の場

所に位置し、長さ 3500ｍの滑走路を有する。Ｉ

ＡＴＡ空港コードは「ＮＧＯ」で、開港前に名

古屋空港（小牧）で使われていたものを継承し

ています。航空業界の格付会社であるスカイト

ラックス社の空港総合評価調査において、空港

施設・空港スタッフなどによるサービス提供レ

ベルが世界最高水準である「5 スターエアポート」

（THE WORLD‘ ５－STAR AIRPORTS）として認定さ

れています。日本では東京国際空港（羽田空港）

も「5 スターエアポート」を獲得している。建造

物の評価では「中部国際空港旅客ターミナルビ

ル」が、そのユニバーサルデザインの実践など

が評価され 2005 年度のグッドデザイン賞（建

築・環境デザイン部門－建築デザイン）受賞作

品となっている。5月20日は「成田空港開港記念

日」、8月 25日は「東京国際空港開港記念日」、9

月4日は「関西国際空港開港記念日」となってお

ります。 

 

 

 

広報委員会  

「ロータリーの友２月号の紹介」                             

広報副委員長 坂田 兼則 

 

１．左開き ８Ｐ～１５Ｐ 

世界各地で報道写真家として活躍し

ている、千葉康由（やすとし）さんの、

報道写真が掲載されています。スーダ

ンでの民主化を求めて抗議の詩を歌う

少年、５才の子供を持つ女性兵士、エチオピア

の反政府軍兵士と子供、１６Ｐにはやけどを負

った少女など。千葉さんは写真に写っているも

のは確かにそこにあるものではあるが、その伝

えるメッセージは時に違うものになるから、記

事書く人も読者もその部分は気を付けなければ

ならないと語っています。 

 

２．同じく左開きの 20Ｐから 21Ｐには、日本で

２番目に創立された大阪ロータリークラブの創

立１００周年記念の令和４年１１月１８日の写

真が掲載されています。現在会員は２２０名だ

そうです。当日は来賓も含めて４７５人が参加

されたそうです。 

 

３．３４Ｐ～３７Ｐには、日本全国のロータリ

ークラブの地区大会の様子が掲載されています。

ちなみに２６４０地区の２０２２年１１月現在

のクラブ数は６５クラブで会員数は１６０９人

で２０２１年に比べて、４９人減少です。 

 

４．次に右開きの４Ｐ～８Ｐにセブン銀行特別

顧問で、東洋大学理事長の安斎 隆さんの「人

との出会い他者のために生きる」という記事が

掲載されています。この中に小説家の瀬戸内寂

聴さんの「人との縁 私の宝」というエッセー

の内の一部「人生とは出会いである。人との出

会い、風景との出会い、動物との出会い、どの

出会いも私の栄誉となり、心身を育んでくれた。

なかでも人との出会いこそ私の生きる証である」

が紹介されています。 

 安斎さんは、人生における人との出会いには、

「宿命的なもの」と「自分の選択で出会うもの」

会長の時間 

委員会報告 
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の二つがあると語っています。 

「宿命的なもの」では生まれ、親、兄弟などで、

この辺は自分に選択の余地はなく、宿命です。

次にその後自分が成長していく中での選択的な

人との出会いですが、友人・知人・恩人といえ

る人との出会いです。これらの人々との出会い

で得た財産こそ、他者のために生きるための

「糧」になると語っています。まさにロータリ

アンの基本理念と思います。  

 

 

社会奉仕委員会  

「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

          社会奉仕副委員長 中田 学 

 

今月「ダメ ゼッタイ」募金を行

いました。 

募金金額は１０，９１８円でした。

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

親睦活動委員会 

「 春の親睦家族旅行のご案内 」 

親睦活動委員長 那須 宗弘 

 

長いコロナ禍で、しばらく企画

できておりませんでしたが、2018-

2019年度以来の親睦日帰り家族旅

行を下記のとおり企画開催させて

いただく運びとなりました。 

今回は、淡路島方面を企画いたしました。 

うず潮クルーズ、旬の桜鯛と新たまねぎの昼食

をご賞味いただき、お花見を楽しむプランで

す。 

 皆様、お誘いあわせの上ご参加いただきます

ようお願いいたします。 

          記 

日 時：令和５年４月１日（土） 

 （注）年度初めの予定とは日が変更されてい 

ます。ご了承ください。 

旅行先： 淡路島方面 

集 合：４月１日（土）午前 7：30（出発） 

 瓦町公園（高速降り場） 

会 費：会員・ファミリー会員 12,000円 

     会員家族   10,000円 

  小学生以下   無料 

締 切：令和５年３月１７日（金） 

＊3月 31日（金）の例会は上記親睦家族旅行へ 

変更いたします。 

 

 

 

（１）配布物 

・週報 ・卓話資料 

・ロータリーの友 2月号 

・クラブ定款・細則・規則等 まとめた 1冊 

・フードドライブ チラシ 

（２）堺 7RC「こども未来フェスタ」のご案内と   

ご協力のお願い 

堺清陵 RCさんがリーダーシップをとってくだ

さっています「こども未来フェスタ」が下記の

通り開催いたします。すでに例会時にチラシの

配布のお願い等しておりますが、当日ブース設

営、受付などにもご協力いただきたく、ご参加

くださいますようお願い申し上げます。 

          記 

日時： 令和5年 3月 5日（日） 

準備 AM 9：00～（フェスタは 11時～16時） 

場所： Minaさかい（堺市役所前） 

主催： 堺 7ロータリークラブ 

後援：堺市・堺市教育委員会・ 

堺市社会福祉協議会・堺警察署・西警察署 

目的：「遊びと学び」を通して、子どもたちの健

やかな成長に寄与するためのイベントを実施。

子どもだけでなく、保護者のみている世界・価

値観を広げることにより、保護者も参加いただ

き、ロータリーを知っていただく事も目的の一

つ。ノスタルジーな堺を知り、未来世界も知

る。「温故知新」も一つのテーマ。 

当クラブ ブース： 

①里親啓発活動（清心寮 リーフ） 

②ダメ・ゼッタイ・ダメ 薬物乱用防止啓発活 

動（堺市保健所 薬務課）   

③クラブ活動写真展示（仁徳天皇陵清掃活 

動、タイ王国 浄水器設置・寄贈プロジェク  

ト等）     

  2つのテントで上記の出展 

＊参加時は紺色のクラブジャンパー、あれば帽 

幹事報告 
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子の着用をお願いいたします。 

＊雨天決行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）堺７RC 合同フォーラムのご案内 

昨年度から堺7ＲＣ連絡会にて企画しておりま

した堺７RC 合同フォーラムを今年度連絡会が引

き継ぎ、さらに検討を重ねこの度開催の運びと

なりました。ご多用中大変恐縮ではございます

が、多くの会員様にご参加いただけますようお

願い申し上げます。 

記 

日 時：令和５年 ３月 1７日(金) 

    受 付  １５時３０分～ 

合同フォーラム １６時～１９時 

（１７：３０頃～例会食事） 

場 所：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

４階「ロイヤルホール」  

テーマ：・7RCで共同事業ができないか 

    ・会員増強について 

＊同日 昼の通常例会は上記堺 7RC 合同フォーラ

ムへ変更いたします。  

 

 

（会員は 50音順） 

堺清陵 RC   吉村博勝様、先日は大変お世話 

瀬川 勉 様 に成り本当に有難うございました。

卓話を楽しみにしております。

よろしく。 

池田茂雄会員 吉村会員、卓話、楽しみにして

います。 

塩見 守会員 瀬川様、ようこそ堺北 RC へお越

し下さいました。 

吉村会員、卓話楽しみにしており

ます。 

嶽盛和三会員 北村さん大変なことでしたが、

本日出席いただき安心致しまし

た。 

鶴 啓之会員 吉村会員様、本日の卓話楽しみ 

にしています。 

中田 学会員 吉村会員本日の卓話楽しみです。 

宜しくお願い致します。 

皆出席表彰ありがとうございま 

す。入会から20年連続です。 

永富久紀会員 吉村様今日は卓話楽しみにして 

います。 

畑中一辰会員 吉村さん卓話楽しみです。 

鬼は外でしょうか？ 

タイミッション無事に品行方正 

で終わりました。 

綿谷伸一会員 吉村会員、楽しみにしています。 

  合計 ３１，０００円 

 

◆米山奨学会特別寄付預り 

池田茂雄会員・嶽盛和三会員 

 

 

 

 

 

 

 

SAA報告 

皆出席表彰(２月度) 中田 学 会員（第２０回目） 

例  会  風  景 

皆出席表彰(２月度) 鶴 啓之会員（第２回目） 


