
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2125回例会 平成 29年 3月 16日  

ソング：我らの生業 

行 事：会長エレクト研修セミナー報告 

 第 2124回例会 平成 29年 3月 9日の記録  

 

 会長の時間  濵口佳丈 会長   
皆さんこんばんは、久し

振りの会長の時間のよ

うな気がします。今日は

ひな祭りについてお話

をさせて頂きます。旧暦

の３月３日は、桃の花が

咲く時期であるため桃 

の節句と呼ばれています。歴史は、平安時代の

京都で平安貴族の子女の雅であそびごととし

て行われていた記録があり始めは、儀式ではな

く遊びであり雛祭がひなあそびと呼ばれてま

した。桃の節句に欠かせないのが、ハマグリや

チラシ寿司、女の子が健やかな成長を願う桃の

節句にハマグリを食べるのは、平安時代から貝

合わせという遊びにハマグリが使われてたの

ですが、その理由としてハマグリは、最初に対

になってる貝同士以外は、決してピッタリと合

わさる事が無いからと言われます。ハマグリの

様子が、生涯たった一人の人と連れ添う意味で

夫婦仲を願う桃の節句に合っていることから

桃の節句にハマグリを食べるようになったと

されてます。桃の節句にチラシ寿司を食べる由

来は、平安時代にチラシ寿司じゃなくなれ寿司

を桃の節句に食べていたとされてます。しかも

その際にエビや菜の花のような彩りを考えた

具材をのせたとされてます。エビは腰が曲がる

まで長生きするように、れんこんは先が見通せ

ますようにという願いが込められてます。他に

も桃の節句に縁起のいい食べ物と言えば蕎麦

餅、色によってそれぞれ意味があります。また

三色の餅を重ねた意味も存在します。一番上の

ピンク色は魔除け、真ん中の白は洗浄、緑は健

康を願ったもので、三色合わせるとピンク色が

桃、白が雪、緑が大地、雪が解けて大地に新芽

が芽吹き桃の花が咲くと言った春の景色を表

しています。ひなあられは、この菱餅を細かく

切って揚げたようです。 

 幹事報告  山門弘毅 幹事 

▼鈴鹿ベイ、津南、松阪東、桑名北、桑名西、那智勝浦、松阪山桜、松阪、津北、伊勢南、伊勢中

央ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。 

▼岐阜西、下呂ロータリークラブより例会場変更のお知らせが届いております。 

▼３月のロータリーレートは１ドル１１６円です。 

▼ガバナー事務所より意義ある業績賞のご案内が届いております。 

▼ロータリーの友事務所より情報提供ご協力のお願いが届いております。 

▼直前ガバナー事務所より地区記録誌が届いております。 

▼上野東ロータリークラブより創立３５周年記念誌を戴いております。 

▼横浜戸塚西、伊勢中央、桑名西、伊勢南ロータリークラブより週報を戴いております。 

▼３月１日に庄司 幸（ゆき）さんが入会されました。  
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2016-17年度 会長 濵口佳丈 副会長 赤阪俊一 
幹事 山門弘毅 会報委員 斎藤友紀 

 次回第 2126回例会  

3月 23日：クラブ協議会 

 会長支持率報告  松本幸恭 出席委員長 

会員数 36名  出席数 17名  欠席数 19名 

出席率 47.22%  修正 50% 

川原製茶のお茶を使ったお菓子 



 次期役員発表  西村昭宏 会長エレクト 

       役員（７） 

理
事
会 

        理事（５） 
会長 西村 昭宏 支援プログラム委員長  門  茂伸 
会長エレクト 山門 弘毅 管理運営委員長  片岡 博也 
副会長 井上  登 奉仕プロジェクト委員長  森本  伸 
幹事 糸川 佳男 組織強化委員長  榎本 義秀 
会計（副幹事） 佐武 紀明 公共イメージ委員長  滝本 吉也 
SAA 松本 幸恭  
直前会長 濵口 佳丈 

支援プログラム委員会（３） 組織強化委員会（４） 
委員長 門  茂伸 委員長 榎本 義秀 
ロータリー財団 門  茂伸 拡大増強 榎本 義秀 
米山記念奨学会 斎藤 鉄郎 会員選考 榎本 正一 
委 員 尾﨑しほ子 委 員 大崎 実吉 
 平谷 一人 

管理運営委員会（９） 奉仕プロジェクト委員会（９） 
委員長 片岡 博也 委員長 森本  伸 
プログラム 片岡 博也 国際奉仕 野地 俊行 
出 席 森本 健一 社会奉仕 森本  伸 
親睦家族 山口 哲生 職業奉仕 田端 稔充 
副 SAA 前田 衣代 青少年奉仕 斎藤 友紀 
 
委 員 

森本 永年 環境保全 朝尾 高明 
西  智也  

委 員 
赤阪 俊一 

渕上 訓朗 阪口 直記 
清水 康仁 前田 裕也 
庄司  幸 大崎 順敬 

公共イメージ委員会（５） 創立４５周年実行委員会 
委員長 瀧本 吉也 委員長 森本 健一 
雑誌・会報 瀧本 吉也 副委員長 大崎 順敬 
ロータリー情報 濵口 佳丈  
 
委 員 

和田 幹夫 
濱田 直美 
森本  衞 

 

 諸事御祝 

                    お誕生日 ： 田端稔充会員、瀧本吉也会員 

                    結婚記念日： 平谷一人会員、西村昭宏会員 

                           山門弘毅会員 

                    入会記念日： 野地俊行会員、松本幸恭会員  

 

 

 ニコニコ BOX  

会 長…次期役員の皆様よろしくお願いします。本日も出席ありがとうございました。 

濱田 直美…友、縦書き 15ページに記事が載りました。ぜひご覧下さい。 

田端 稔充…あと何回迎えられるのかな、誕生日。 

瀧本 吉也…お誕生日のお祝いを頂いて。 

平谷 一人…結婚記念日のお祝いありがとう。無断欠席すみません。 

山門 弘毅…結婚記念日のお祝いを頂いて。 

西村 昭宏…ケーキ頂きました。 

野地 俊行…入会祝いを頂いて。 

松本 幸恭…入会５年目になりました。よろしくお願いします。 

井上 登、森本健一、平谷一人、大崎順敬、榎本義秀…ビールを頂いて。 


