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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
第 2605 回例会 №2

2021 年(令和 3 年)7 月 9 日(金) 雨
「奉仕の理想」

出席報告
会員 60 名中 出席 46 名

出席率

76.67％

会長挨拶
神社とは、日本古来の宗教「神
道」の施設と思われています
が、「神道」が普及したのは、
江戸時代です。
そこで、神社の変遷について
お話したいと思います。
日本の古来の神社では、元々
神は形のないものでした。
一般的な神社は、神を祭る「神
殿」と人々が参拝するための
「拝殿」があるが、古い形式の神社ではご神体は様々
なものでありました。
大きな岩、樹木、山、滝やモノなど、また神が寄りつ
くところとして磐座(いわくら)を祭場とすることもあ
り、神は統一されたものではなく、それぞれの地域や
勢力によって異なっていました。奈良県にある大神
(おおみわ)神社は天皇に関係深い神社で、日本最古の
神社と言われています。
「古今東西八百万の神」とあるように、仏教も新しい
神として日本で広まって･･･は行きませんでした。
神仏習合とは、神の仏も一緒に祭るというものではな
く、新しい仏教が広まっていく中で、“古来の神は仏
教の神が日本に姿を現したもの“、”神は仏教に帰依す
ることを望んでいる”という仏教を上位とする形で広
まっていきました。
神域内に立てられた神様のためのお寺が神宮司です。
神仏習合の進んでいく中で、古来の神々が仏教の神と
混じっていくものも出てきます。
日本国を作った大国主神（おおくにぬしのかみ）は、
音が似ているため大黒天（大黒様）となり、伊勢神宮
に祭られている天照大神は太陽神であり巫女であった
が、太陽神と言うことで大日如来が日本に現れた姿と
して同一視されるようになりました。

R.I．会長 シェカール・メータ

仏教は日本全国に広がり、政治中枢にも深く入り込ん
でいく中で、ひとつの事件が起きます。神護景雲三年
(769 年)に僧侶の道教を皇位につけよという宣託が下
されました。これは称徳天皇の死去後に道教が左遷さ
れることで終わるが、その後光仁天皇では、宮廷神事
には僧侶が関わらないことが原則化されました。
伊勢神宮には 766 年に伊勢の大神宮寺があったが、
光仁天皇即位後の 2 年後の 772 年にはこの寺が移転
されています。平安時代になると伊勢神宮の神域には
仏教に関わることが避けられ、僧侶は直接神前には参
拝できないようになりました。
歴史で習うのは政治の主役の変化。しかし、
「泣く子
と地頭には勝てぬ」「加茂川の水、双六の賽、山法師
」と言うことを聞かないものとしてあげられていま
す。政治体制が公家から武家へと変化していっても変
わらなかったのは、地域の支配構造。
中世は、荘園などの土地の支配、市場や座(ギルド)な
ど商業の支配、関所などの交通の支配があり、領主だ
けでなく寺社がそれらを支配し、大名や政府などへの
金貸しなども行っています。寺社の影響力は、単なる
宗教上のものではありませんでした。
その支配の二重構造を破壊したのが、織田信長、豊臣
秀吉、徳川家康で、江戸時代の社会構造を作りまし
た。
織田信長の楽市楽座や関所廃止は、いわば商業の自由
化であると共に地方支配の既得権益の破壊でもありま
す。だからこそ長期間にわたる宗教勢力との戦争にな
ったと言えます。
続く秀吉は、刀狩りで武士以外の武器を取り上げ、キ
リスト教の禁止で新たな宗教勢力の侵入を阻止してい
ます。
さらに江戸幕府では寺社を管理し、地域の人口把握な
どの管理を寺社で行うなど、寺社を幕府の下に位置づ
けました。
神道は、海外からの影響を受けた文化ではなく、日本
本来の姿を研究する国学が起こり、その中で古来から
の宗教として神道が普及しました。
だから神道というのは、日本古来の宗教をまとめたも
のではありますが、宗教の教義というものよりも学問
に近いものでありました。
また当時の神社・寺などの施設は、今のように明確に
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分かれた存在ではありませんでした。
江戸幕府に代わって、天皇を中心に新しい国づくりを
目指した明治政府に日本古来の姿を研究する国学は大
きな影響を与えています。
明治政府下では、神道を日本の国教としようという動
きの中で、神道と仏教を分離しようとする「神仏分離
令」
「大教宣布」が発布され、その結果として全国的
に「廃仏毀釈運動」が起こり、多くの寺や仏像が破
壊・廃棄されました。しかし一方、神社も国の宗教と
して管理しようという動きの中で「神社合肥令」が出
され、１９万社の神社は１２万社へ減少しました。
参考図書：中公新書「神道とは何か」 戒光祥出版
「やさしく読む 国学」など

表 彰

20 カ年皆出席

中村

ニコ BOX
新年度第 1 例会で役員・理事・委員就退任、年
間 100％出席達成などご協⼒ありがとうござい
ました。
(長い挨拶でしたけど、面白いと思ってもらえま
したか？)
栢森会長
(吉田利男君、小野田君、河野君、中井君、嗣郎
君、本日お願いいたします)
岡田幹事
(本日クラブ奉仕の方針発表をさせていただきま
す。宜しくお願いします)
吉田(利)君
(本日、ゴルフ会総会遅刻して申し訳ありません
でした)
大平君

本日合計
累
計

吉夫君

幹事報告

委員会報告
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研修委員長

髙田

和裕君

38,000 円
504,000 円

岡田

雅君

①先週皆様にお配りした今年度クラブ計画書
P14 でミスプリントの役員理事委員会構成の訂正版
を受付にてお配りさせていただきましたが、今回新
たなミスがありまして、会員増強職業分類会員選考
委員会の委員に昨年退会されました深谷さんのお
名前が載ってますので、消してください。
大変申し訳ありませんでした。
②クールビズに関してお問い合わせがあったとい
う事ですが、今年も昨年同様 9 月末まではクールビ
ズスタイルで結構です。
③7 月 12 日から愛知県独自で厳重警戒措置が発せ
られますので、引き続き例会を欠席してもメイクア
ップの必要はありませんので、ご連絡します。
④今年度、同好会として「何でもやってみる同好会」
を発足しました。内容としましては、現在みなとク
ラブにはないですが、今後発足してもよい、たとえ
ば麻雀、囲碁将棋、お花鑑賞、ハイキングやサイク
リングなど、やってみようから始めようという趣旨
です。会長に橋本美穂さん、副会長に久留宮秀郎君
が就任しました。今後いろいろな企画のご案内があ
る思いますので、皆様のご参加お願いします。
⑤本日ワールドフード+ふれ愛フェスタの案内を配
布させていただきました。台風、コロナで２年開催
されず、今年度沓名ガバナーは是が非とも開催した
いと意気込んでおりますので、皆さまのご参加をよ
ろしくお願いします。

第１回 クラブフォーラム・新年度方針発表
①クラブ管理運営委員会

委員長 吉田

利男君

クラブ奉仕とは、クラブの繁
栄を導き出す基礎となるもの
で、時代の急速な変化にも対
応しクラブの運営を円滑にす
るための活性化に努力したい
です。
しかしながら新型コロナの脅
威の中、ロータリー活動や例
会の運営が難しい時代になり
新しい生活様式にて事業等を
行うようになりました。先の見えない新型コロナに対
してどのようにロータリー活動の舵取りをするのか
会長と共に各委員会と協力していきたいと思っていま
す。
まずは楽しい例会開催のためにマンネリ化を打破しタ
スキ会ともに新しい例会運営をしていく考えです。
例会に出席して会員同士が楽しい時間、有意義なひと
ときと思えるように努めて参ります。また、クラブ奉
仕委員会管轄の委員会との合同委員会を開催して親睦
を深めていきたいと思っています。
皆様一年間ご協力と温かい友情をお願い致します。

②職業奉仕委員会

委員長

小野田

博明君

当クラブに入会した時に、
「ロータリー研修テキスト」
を頂きました。
その中に職業奉仕の考え方と
して、
「職業を営む心も奉仕の
心も共に同じ一つの心。世の
ため人のために奉仕する心を
もって職業を営むべし。」とあ
りました。難しいことも書か
れていますが、私はこのフレ
ーズが心に響きました。
さて、今期の職業奉仕委員会活動は、
1.活動方針：会員一人一人が職業奉仕の理念を高め、
従業員やお客様をはじめ、地域社会に対し高い倫理基
準で貢献できるよう啓蒙活動を行う。
2.実施計画：職業奉仕に関する事例紹介、および卓話
の実施。
（1 月の予定）を考えております。
以上よろしくお願いいたします。

③社会奉仕委員会

委員長

河野

弘君

コロナ禍でもロータリアンと
して社会奉仕活動を継続して
行い、また、環境保全の一助と
なる活動を行います。
ただし、感染状況によっては
以下の活動が変更になること
もあります。
また、名古屋市 25 ロータリー
クラブでの社会奉仕委員会で
、活動補助金の賛否が未定で
す。この事案の結果において
す。この事案の結果においては、活動内容が変更にな
は、活動内容が変更になる場
る場合もあります。
合もあります。
実施計画
1.感染状況をみながら名古屋西養護学校への支援
（音楽会の開催など）
2.財団補助金事業への協力
3.歳末助け合い募金への寄付
4.感染状況をみながら名古屋中央ローターアクトの献
血活動への協力
他クラブとの合同事業
感染状況をみながらワールド・フード＋ふれあいフェ
スタ（WFF）に積極的に参加する。

④国際奉仕委員会

委員長

中井

規博君

昨年からコロナの影響により
残念ながら様々なイベントが
中止に追い込まれています。
今年こそは栢森会長の重点目
標にありました世界平和のた
めの国際奉仕として、
ＷＦＦ並びに国際大会を推進
し、皆様の積極的な参加を呼
び掛けたいと思います。これ
は栢森会長の新年度方針にあ
ります、今後の発展の基礎に
ります、今後の発展の基礎につながると信じておりま
つながると信じております。
す。昨年度の国際奉仕委員長の野崎君はフィリピン・
パンダノン島で地震災害による校舎を修復し、ピアノ
また、クラブ内の親睦を深め
を寄贈し、ミニ音楽会を開催したという実績から、次
るためクラブメンバーによる
年度委員長であろう久留宮君の実行力へと繋ぐ中継者
卓話を実施し、個人個人がよ
として、何か一つでもできることがないかを栢森会長
り活性化することで、新たな
、岡田幹事また皆様とともに考え、国際奉仕活動でき
仲間を引き込み、これからの
ればと思う所存です。
奉仕活動の力になると考えま
メンバーの皆様にはお世話になりますが、ご理解ご協
す。
力を宜しくお願いいたします。
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⑤青少年奉仕委員会

委員長

加藤

嗣郎君

提唱 3RC との協力関係を深
め、名古屋中央ローターアク
トクラブ（RAC）の活動を応
援、協力していきます。また、
RAC の自主性を尊重し、将来
リーダーとなるべき青年の健
全育成のため指導及び助言を
します。会員増強のため、現
RAC 会員との交流を深め、増
強の可能性を探っていきます。
実施計画
1.RAC 活動の理解を深めるため、RAC 例会へのクラ
ブ会員の出席を促す。
2.RAC の主催行事に参加し、活動を支援する。
3.RAC 活動を継続するために、RAC 会員の増強を当
クラブ会員にお願いする。
4.RAC の会員増強のため、現 RAC 会員との意見交換
会を実施する。
他クラブとの合同事業
10/9～10 に予定されている第 2760 地区ロータリー
デー（WFF）に RAC が活動できるように支援し、こ
の奉仕活動を通し、広く地区内におけるロータリアン
やローターアクトと交流を図り、RAC の会員増強に繋
げていく。

月

日
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卓話
「2020-2021 年度
会長・幹事退任挨拶」
2020-2021 年度
会長 髙田和裕君
2020-2021 年度
幹事 村田誠一君
17F「コスモス」
休会

30

休会
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ガバナー補佐訪問
第 2 回クラブアッセンブリー
休会

20

卓話

27

Web 例会
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今後の例会予定

例会変更
ガバナー公式訪問 9/2（木）
丸の内 RC 合同 クレストンホテル
敬老例会
例会変更
夜間例会
休会

