
ゲスト
　国際ロータリー第 2820 地区
　北茨城ロータリークラブ

会長　野　口　忠　正 様
　新世代奉仕委員長　小　宅　和　彦 様

　　 会 員 卓 話　　　生駒　祐健 会員

◎会長報告－赤津善宣会長
　皆さん、今日は。本日は低気圧と寒気の影響でい
わきでは珍しく大雪となりました。自動車の移動や
明日の朝の路面には十分気を付けて下さい。それで
は本日のお客様をご紹介致します。国際ロータリー
第 2820 地区北茨城ロータリークラブ会長の野口忠正
様、新世代奉仕委員長小宅和彦様のお二人です。後
程ご挨拶を頂戴したいと思いますので宜しくお願い
します。今日は閏年で 2月 29 日です。1回多い例会
日に当たったような気がします。今日のこの大雪も 4
年に 1 回かなと思うところです。今日の会員卓話は
その閏年について生駒会員よりお話をお聞きするこ
とになっています。私からは以上です。
◎ゲスト挨拶　国際ロータリー第 2820 地区

 　北茨城ロータリークラブ
会長　野口　忠正 様

　北茨城ロータリークラブ会長の野
口です。今日伺ったのは近隣中学校
軟式テニスを秋に開催しておりまし
たが、今年から新人戦も兼ねた春に

行うことになりましたのでそのお願いにお邪魔させ
て戴きました。新学期が始まる4月に行うということ
でいろいろと今までと勝手が違うと思います。また、
参加する中学校へのお願いも宜しくお願い致します。
◎幹事報告－山下喜一幹事
・今年タイのバンコクで開催される国際大会の申込み
を 3月 23 日まで延長しますという案内がガバナー
補佐から届いています。参加される方は私にご連絡
下さい。
・東日本大震災 3.11 希望のあかりの為に神戸より
分灯し、いわきに 3月 3日に届くことになっていま
す。
・3月 4 日しあわせのクローバー種蒔きについて皆さ
んに参加のお願いをしていましたが総勢 20 名の参
加となりました。ＣＣＰの事務所前へ 8時 30 分頃
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まで集合して下さい。
・勿来の希望鎮魂祭が 3月 10 日、11 日に行われます
が協賛御礼が届いております。また、その鎮魂祭の
チラシも回覧中です。
・いわき常磐、いわき鹿島、いわき小名浜各ロータリー
クラブの 3月プログラムを回覧中です。
・東京江戸川ロータリークラブの週報も届いておりま
すのでご覧下さい。
◎各委員会報告
◇出席委員会－峯口小委員長
　本日はご覧の通りすごい雪です。出席率が悪くな
るかなと思いましたらやはり悪くなりました。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－川中副委員長
・ようこそ勿来ＲＣへ。北茨城ＲＣ　野口会長、小宅
委員長を歓迎して。船橋、川中、後藤、岩元、押田、
鈴村、児玉、嵐、富岡、渡邉（國）、斉藤各会員及
び渡邉公平ガバナーノミニー、赤津会長、髙萩会長
エレクト、山下幹事
・2月 28 日いわき勿来ゴルフ愛好会のゴルフ大会で
優勝いたしました。　　　　　　　　　　吉野会員
・今日は雪見の例会です。　　　　　　　　橋本会員
・本日早退ごめんなさい。佐久間、小松崎、濱沖各会員
・前回の例会休んでごめんなさい。斉藤、金成各会員
◎米山梅吉記念館訪問

－渡邉公平ガバナーノミニー
　当日、長

ながいずみ

泉ロータリークラブ（24名）
例会があり、予約なしの参加でした
が厚遇を受けました。ビジターフィー
は 1,000 円。被災地への拠金捻出・ラ
イスボールです。

　自己紹介タイムを提供され、当クラブＰＲと震災
へのお礼を申し上げました。バナーのご恵贈に当方
の準備不足を詫びました。例会終了後、隣接の「米
山図書館」を是非とご案内され、昭和 6年満洲事変

こころの中を見つめよう

　　　　博愛を広げるために

ロータリーソング
－今月は世界理解月間です－

4つのテスト
　　後藤　泰治	会員

明治 31 年勅令第 90 号（閏年ニ関スル件）・明治 31

年 5月 11 日勅令第 90号

神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年
ヲ閏年トス
但シ紀元年数ヨリ六百ヲ以テ六十ヲ減シテ百ヲ以
テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

これは、判り易く書くと次の通りである。
①神武天皇即位紀元年数（皇紀年数）を四で割って、
　割り切れる年を閏年とする。
②ただし①であっても皇紀年数から 660 を引いた
数を 100 で割って割り切れる年で、かつその結
果が四で割って割り切れないは平年とする。

　「閏」とは、暦の上での日数や月数が平年より多い
ことをいい、平年を 365 日とする太陽暦で、地球の
平均回帰年の約 365.242199 日においては季節と暦に
ずれが生じるため、実際の季節と暦が合うようにほ
ぼ 4年に一度、2月に①日を加えるようにして調節を
しています。
　この一日が「閏日」で、閏日がある月、年を「閏月」「閏
年（うるうどし、じゅんねん）」といいます。閏年で
ない年は「平年」と呼ばれます。
これは、1582 年にローマ教皇・グレゴリウス 13 世が
ユリウス暦を改良して制定した「グレゴリオ暦」に
よるもので、「グレゴリオ暦」は数百年をかけて各国
で採用され世界標準となっています。
　日本でのグレゴリオ暦の採用は 1873 年（明治 6年）
で、一般に旧暦と呼ばれる天保暦（太陰太陽暦）の
明治 5年 12月 2日（グレゴリオ暦 1872 年 12月 31日）
の翌日を新暦と呼ばれる太陽暦の明治6年1月1日（グ
レゴリオ暦 1873 年 1 月 1 日）としました。
　従って、和暦での明治 5年 12 月 3 日から 12 月 31
日は存在しません。
　日本の太陽暦採用に関する法律「明治 5年大政官
布告第 337 号、改暦ノ布」
閏年に関する法律

　1873 年（明治 5年）の「改暦の布告」では、閏年
に関する規定が欠けていたため、改めて 1898 年（明
治 31 年）にグレゴリオ暦に合わせた閏年に関する調
整を定めました。
　明治 31 年勅令第 90 号（閏年ニ関スル件）
　（明治 31 年 5 月 11 日勅令第 90 号）
神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ
閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以
テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得
サル年ハ平年トス
閏年の規則

①西暦が 4で割り切れる年は閏年である。
②ただし 100 で割り切れる年は閏年ではない。
③ただし 400 で割り切れる年は閏年である。

規則による閏年の年と平年の年

　4で割り切れる年は 4年に一度巡って来ますが、上
記の規則により閏年の年と平年の年があります。
・1600 年は、4で割れ、100 で割れるが 400 でも割り
切れるので閏年。
・1700 年は、4で割れ、100 で割り切れるので平年。
・1900 年は、4で割れ、100 で割り切れるので平年。
・2000 年は、4で割れ、100 で割れるが 400 でも割り
切れるので閏年。
・2100 年は、4で割れ、100 で割り切れるので平年。
・2200 年は、4で割れ、100 で割り切れるので平年。

勃発という米山翁は、この文庫を作りました。この
事業は愛郷精神の賜だと思いました。
　米山記念館は財団法人として第 2620 地区がお世話
をしております。その地区委員長の三枝徳造さんは、
米山奨学会とは別法人であり、運営面での厳しい思
いの中で、全国の 100 円募金運動、地区資金、神奈
川 2地区、米山記念奨学会からの援助を受けて、何
とかしのごうとする熱い思いが伝わってきました。
　メンバー数名で、陸前高田被災地へ桜苗木の植栽
に向かいます。少人数のクラブですが、ロータリー
の奉仕と友愛の精神を学ぶことができました。
◇新世代委員会－後藤委員長

　先程北茨城ロータリークラブの
野口会長さんからもお話がありま
した通り、中学校ソフトテニス大
会の日程が決まりました。4 月 21
日の土曜日です。ご都合のつく方
は雨情の里へお願いします。21 日

が雨か雪の場合は 28 日に順延となりますので宜しく
お願いします。それから只今回覧中ですが東京江戸
川ロータリークラブさんとの親睦ゴルフコンペの件
ですが日程は 4月 17 日㈫東京江戸川ロータリークラ
ブの皆さんがいわきにお見えになって五浦庭園で開
催する予定です。
◎会員卓話－生駒祐健会員

　「ちょっとした暦の知識②」
　以前にも暦についてはお話をし
ましたが今日は閏年についてお話
をしたいと思います。
　「閏」は、地球の公転や季節と暦
や季節と暦とのずれを調節するた

め、1年ノ内の日数あるいは月数を、例年より多くし
た日や月のことを表す名詞です。この場合、太陽暦
では 2月を「閏年」といって、1日増やして 29 日と
する太陰暦（旧暦）では、ある月を２回だぶらせます。
漢字の「閏」を分解すると、門と王になります。古
代の中国では、閏の日には国王は門の中に閉じこもっ
て政務をとらなかったことを表すと伝えられていま
す。例年より 1日多いという正規でない事実を忌ん
だのでしょう。
　閏年（うるうどし、じゅうねん）とは、閏がある
年である。閏年でない年を平年と呼ぶ。通常、閏年
は平年より暦日が1つ多い。その余分な日・月を閏日・
閏月、総称して閏と呼ぶ。閏は、暦と太陽または月
の運行（太陽の運行は季節の移り変わりを、月の運
行は月相を決める）とのずれを補正するために挿入
される。閏の挿入規則を置閏法と呼ぶ。「閏」の字が
常用漢字表に含まれていないため、うるう年とも書
く。
太陽暦

　太陽暦では、季節に暦を一致させるため、暦年の
平均の長さを平均回帰年（約 365.242199 日）に一致
させる。
　通常の太陽暦では平年は 365 日、閏年は閏日が挿
入されて 366 日である。閏年は約 4年に一度ある。
日本における閏年の根拠法

　日本においては、閏年の算定はグレゴリオ暦（西暦）
ではなく神武天皇即位紀元（皇紀）によって行うこ
とが法令（明治 31 年勅令第 90 号（閏年ニ関スル件））
により定められ、現在に至っている。


