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第 2389 回　例		会　平成 22年 12月 15日 ( 水・晴 )

◎会長報告－鈴木修一郎会長
　皆さん、今日は。先日 12 月 5 日はいわき勿来ロー

タリークラブの創立記念日でした。当クラブは 1961

年（昭和 36 年）12 月 5 日に創立され翌年 1962 年

3 月 1 日にＲＩ加盟が承認されました。そして来年

2011 年 11 月には創立 50 周年記念式典を開催する予

定になっております。会員の皆様のご協力を宜しく

お願い致します。それから 12 月 10 日には明るい社

会づくり運動表彰式に出席し、植田中学校の上林さ

んという生徒さんへ勿来ロータリークラブ賞をお渡

しして参りました。また、昨日 14 日にはパスト会長

会議を開催しこれを受けて本日例会終了後緊急理事

会を開催致します。それと各テーブルに素晴らしい

ポプリのアートフラワーが飾られておりますがこれ

は事務局の金成仁子さんが作っ

て下さった物です。この場を

借りて御礼を申し上げます。

ありがとうございました。

私からは以上です。

◎幹事報告－鈴木雅之幹事
・いわき平東ロータリークラブよりクリスマス会参加

依頼が来ています。

・ネームプレート収納ケース作成についてですが、現

在の方法が不評なようですので新たに作成し、来週

から使用出来るようにしたいと思います。

・本日は例会終了後緊急理事会を開催致しますので宜

しくお願いします。

・来週 12 月 22 日はやまたまやにおいてクリスマス家

族例会が予定されています。時間は 18 時 30 分から

です。

◎各委員会報告
◇出席委員会－越田和小委員長
　本日の出席状況は下記の通りです。

◇スマイルボックス委員会－坂本委員
・生駒祐健会員の卓話を歓迎して。

鈴村、矢吹、横木、押田、渡辺

（勉）、後藤、佐藤（英）、峯口、

松崎、荒川、佐久間各会員及び

渡邉公平ガバナー補佐、鈴木（修）

会長、髙萩副会長

・ノゾキ名人からベストショットありがとうございま

した。　　　　　　　　　　渡邉公平ガバナー補佐

・前回例会休んでごめんなさい。　

　　　　濱沖、佐藤（英）、矢吹各会員

・本日早退ごめんなさい。　　　　富岡、猪俣各会員

◇親睦活動委員会－佐藤政司小委員長
　来週は皆様が待ちに待ったクリスマス家族例会で

す。やまたまやで 18 時 30 分から始めたいと思いま

すので遅れないようにお願いします。また会員、ご

家族の大勢のご参加ありがとうございます。親睦活

ロータリーソング
－今月は家族月間です－

4つのテスト
　	 	児玉　健二	会員

　　 会 員 卓 話　　　生駒　祐健会員　

動委員会が趣向を凝らしたクリスマス家族例会にし

たいと思いますので宜しくお願いします。

◎会員卓話－生駒　祐健会員
　皆さん、今日は。自然法爾と暦

についてお話をしたいと思います。

1.　自
じ

然
ねん

法
ほう

爾
に

　　一切衆生悉有仏性

　　一切衆生悉皆仏性

　　山川草木悉皆仏性

2.　暦と日本人

○太陰暦

　太陰暦は太陽つまり月の周期的変化を基礎とした

暦法で世界の全ての民族が一度は経験している暦法

です。

　地球上のどこに住んでいても月は頭上に輝いて、

毎日毎日その姿を変えてくれます。そして、新月、

上弦、満月、下弦と規則正しく変化していきます。

○日本における暦法

　水田耕作を基本とした自然暦

　　　　　↓

　中国暦法の導入

　『日本書紀』の欽明天皇の条にその頃、百済から暦

博士が交替で派遣されていたこと、我が国は百済に

対し暦書を求めていたことが記されています。

○改暦の発表

　明治 5年 11 月 9 日、政府は突如、改暦の詔書を発

表し同時に大政官の布告をもって、来る 12 月 3 日を

明治 6 年 1 月 1 日とすること、時刻法を従来の 1 日

12 辰刻制から 1日 24 時間の定時制に切り換える事を

布達しました。

　改暦の準備は極秘裏に進められてから、この発表

は庶民にとってだけでなく、政府の官吏たちにとっ

ても寝耳に水の驚きでした。

　この年の 11 月の日付は太陽暦 12 月と丁度 1 カ月

遅れでした。したがって、詔書の発表の 11 月 9 日と

いうのは 12 月 9 日にあたっており、改暦の発表から

実施までは、わずかに 23 日しか残されていない、ま

さに電撃的な発表でありました。

3.　ちょっとした暦の知識

　「結婚式はなぜ大安の日にするのか。なぜ仏滅の日

にしないのか。お葬式はなぜ友引の日にしないのか。

誰かおしえてもらいたい」といいますと、たいてい

の人は「それは迷信だよ。だけど、みんながいけな

いというから、やらない方がいいのだろう」と答え

ます。

　迷信というのは、道理にかなっていないこと信ず

ることです。信心というのは、天地自然の法則にも

とづいている道理を信ずることです。

　そこで、大安仏滅の「6曜」についてお話をしましょ

う。

　暦の本を開いてみますと、6曜という欄に仏滅、大

安などと書いてありますが、どこから始まるのかわ

からないでしょう。それは、きちんと決まっている

のです。

　もともと、6 曜というのは、中国の名将であった

諸葛孔明が軍隊で使っていた日時の時間表のことで、

これを『諸葛孔明六壬時課』といいました。それを

後年、日日の吉凶を占うのに転用するようになった

のです。

　その順序、1. 先
せんしょう

勝　2. 友
ともびき

引　3. 先
せん

負
ぷ

　4. 仏
ぶつめつ

滅　5. 大
だい

安
あん

　6. 赤
しゃっく

口と運行します。

　各月に対しては、

旧暦 1月 1日と 7月 1日は、先勝の日

旧暦 2月 1日と 8月 1日は、友引の日

旧暦 3月 1日と 9月 1日は、先負の日

旧暦 4月 1日と 10 月 1 日は、仏滅の日

旧暦 5月 1日と 11 月 1 日は、大安の日

旧暦 6月 1日と 12 月 1 日は、赤口の日

と決めてあります。そして、1か月のなかでは 1から

6が繰りに廻って行くのです。

　その 6曜の意味は、

先勝とは　釈迦が菩提樹の下で、悟りを開いた日「成

　　　　　道した 12 月 8 日の明け方）です。

友引とは　釈迦のお葬式の日（2月 19 日）です。

先負とは　釈迦がお城から家出した日（12 月 10 日）

　　　　　です。

仏滅とは　釈迦が亡くなった日（2月 15 日）です。

大安とは　釈迦の誕生日（4月 8日）です。

赤口とは　釈迦がを火葬にした日（2月 17 日）です。

　ここまでお話をすれば、6曜が仏教といかに縁が深

いかが、おわかりになったでしょう。しかし、現在

の 6曜は、お釈迦様の誕生とか成道、あるいはその

他の日付けとの関係はないようです。

　曜とは、光の輝きの意味ですが、暦の上では、惑

星のことを指します。


