
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 月 RI月間テーマ 「母子の健康月間」 

18：00～例会開会 

第 3138 回例会    2019 年4 月23 日(火) 

菊の会合同観桜会夜例会・歳祝(阿部一郎君)  於：風の季 

 
 

                                       
 

 

 

 

 
 
◆平成 31 年度花巻市市民憲章推進協議会総会の開催につい 

 て(ご案内) 花巻市市民憲章推進協議会会長 三田 望様 

◆ハイライトよねやま Vol.2 229(公財) R 米山記念奨学会様 

◆花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」 
花巻市友好都市委員会会長 佐藤良介様 

 
 
 

  
【4月 月間テーマ 母子の健康月間】 

4/30(火) ゴールデンウイーク休会 
 

【5月 月間テーマ 青少年奉仕月間】 
5/7 (火)  理事会・慶祝・第 2520 地区大会報告 
5/14(火) ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 月間テーマ『青少年奉仕月間』 

担当 青少年奉仕委員会 
5/19(日)第 2520 地区研修・協議会 仙台聖和学園高等学校 
 
※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします 

ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。 
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■ランチ・メニュー 
ホテル花城      

『天ぷら盛合せ』 

 
 

 

 
 
 

 
□概要 
昨晩は商工会議所主催の花巻に転入 

なされた新任の方の歓迎会でした。 
考えてみますと、会頭・副会頭・ 

専務理事さん、議員さんなど花巻ＲＣ 
の皆さんは、商工会議所でも中心的に 
活躍されていて素晴らしい限りです。が例会の参加率はちょ
っと心細いかな？ 
2 点ございます。さて、来月の 10 日ですが市民憲章推進

協議会の総会があり、その際に区界トンネル工事をされた、
鹿島ＪＶの事業所の所長さんに講演をいただくことになっ
ております。この方は青函トンネルにも携わった方で、その
道のスペシャリストではありますが、人間的にも素晴らしい
方で、さすが何千人もの工事関係者を指揮したご苦労等をお
聞きしまして、是非にという事でお願いし、お話しいただく
ことになりました。花巻ＲＣも協議会の会員ですので、ご興
味のある方は是非、足を運んでいただければと思います。 
もう一つ、6 月 26 日にユネスコ協会の国際理解講演会を

花北青雲高校で行います。講師は青森の関場クリニックの先
生で、ガバナーもされたロータリアンです。ポリオについて
見識が深く、実際に国際奉仕として自費で渡航し、ポリオ投
与を続けておられます。こちらもよろしければお聞きいただ
ければと思います。 
 最後にフランス留学している、小田島碧海さんからレポー
トが届いております。皆さんに配信されているかと思います
が、フランスでの生活やフランスの国民性、考え方に触れ、
成長している姿も垣間見れます。是非ご覧頂ければと思いま
す。 
今日は稲田典之君の卓話ということで、拝聴したいと思いま
す。よろしくお願いします 
 
 
 
【概 要】テーマ 【御代替り】について 
     御代替り         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 久しぶりの卓話に、ちょっと緊張してます。以前 2年も会
長を経験したのに、歳を取ると逆に緊張するようになるん 
でしょうか？ 
今日は、お手元の資料に基づき、『御代替わり』についてお

話しようかと思います。先般新元号が発表となり 5月 1日よ
り『令和』時代が始まります。元号は、単なる年号が変わる
という事ではなく、元号は天皇の御代（時代背景）も映して

◆幹事報告             幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆会長の時間         三田 望君 
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◆3137回 例会の概要 

 

 

 

◆会員卓話         担当：稲田 典之君 
 

 
□18：00 開会点鐘          三田会長 
□ロータリーソング斉唱 
□ゲスト・ビジター紹介        幹 事 
□本日のプログラム、メニュー紹介   親睦委員会 

□会長の時間                三田会長 

 
□幹事報告および委員会報告      幹 事 
□出席報告              出席委員会 
□閉会点鐘              三田会長 

 
例会終了後 観桜会・歳祝 開催 担当：親睦委員会 
 

※ニコニコボックスは観桜会後時間を考慮 
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います。しかも、今回の御代替わりは特別なのです。恐れ多
いのですが陛下がご存命のうちに変わります。元号法制化は
昭和 54 年に制定されています。一代の天皇で一元号にしよ
うとするもので、西暦を否定するものではありません。以降
冊子引用。 
 

御代替り(みよがわり)～平成から新しい御代(みよ)へ～ 
我が国の悠久の歴史は『古事記』『日本書紀』といった 
書物からその起源を窺い知ることができます。天皇陛下
の御祖先であられる天照大御神は、御孫・瓊瓊杵尊を高
天原より地上にお遣わしになりました。 
 依頼、我が国では天照大御神の御子孫が代々、天皇と
して御位をつがれ、日本の国を治められるとともに、天
照大御神をお祀りされてきました。そして、大御神から
授けられた稲によって稲作を行い繁栄してきたのです。 
天皇の御代替りに際しては、様々な儀式が執り行われま
すが、そこには、この神々の時代の精神が息づいていま
す。儀式そのものは、時とともに変化してきましたが、
大嘗祭をはじめとする皇位継承の諸儀式は、神代より現
代にまで受け継がれてきた我が国の精神の継承の儀式で
もあるといえます。 
 
改元・新しい天皇の御代になると元号が改められます。 

元号は時の天皇の御代を表象するものであり、良い意味を
持つ二字を用いることとなっており、国民の理想として相
応しい字が充てられます。 
平成御代替りの儀式名に準拠し特に主要な儀式は、下記の
様に挙げられます。(但し時系列ではありません） 

 
 □譲位・・・・御譲位を広く国民に宣言 

【退位礼正殿の儀】 
 □践祚の式・・天皇陛下が皇位につかれる 

【剣璽等継承の儀】 
        【賢所の儀】 
        【皇霊殿神殿の奉告の儀】 
        【即位後朝見の儀】 
 □即位礼・・・即位を天照大御神に御奉告 

国内外に即位を宣言 
【賢所に期日奉告の儀】 

        【即位礼当日賢所大前の儀】 
        【即位礼正殿の儀】 
         ・祝福のなか高御座で即位を宣明 
        【祝賀御列の儀】 
        【饗宴の儀】 
        【一般参賀】 
□大嘗祭・・・御一代一度の重儀 

【斎田点定の儀】 
        【斎田抜穂の儀】 
        【大嘗宮の儀】 
        【大響の儀】 
        【即位礼及び大嘗祭後神宮に親謁の儀】 
 大嘗祭には全国から「庭積机代物」として各都道府県か
ら特産の農水産物もお供えされます。 
岩手県からは、リンゴ・ナガイモ・幹シイタケ・干し 

ワカメ・新巻鮭が供進されます。 
 
御代替りにおいて行われる諸儀式は、皇室・国家を挙 
げた重儀で、世界に類例のない誇るべき日本の文化と 
言えます。私たち国民は平成の御代をかえりみ、陛下 
の御事績に思いを致すとともに、新帝陛下の御即位を 
挙ってお祝い申し上げたいと思います。 
 
 
 

 
参照：神社本庁 HP『御代替り』ﾘﾝｸ QR コード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34人中 14人出席  出席率  44.8％ 
    前回修正 55.1％ 

 
 

        
 
 
 
 
 
＜三田 望君＞タイムリーな卓話を稲田宮司様ありがとうご
ざいました。神話についての講義をいつかお願いしたいも
のです。 

＜高橋 豊君＞昨夕は商工会議所主催の新任者歓迎会が開催
され、43 名の出席でした。参加者は 150 名程と非常に賑
やかでした。令和も間もなくですが、活力ある花巻となる
ことを期待しています。 

＜佐々木史昭君＞稲田典之君から“御代替
み よ が わ

り”の時宜を得た大
変興味深いお話しを拝聴させていただきました。昨日はセ
レナを連れ下町先生のご紹介で岩大理工学部の電子工学基
礎講座を聴講しました。とても素晴らしい高木教授との出
会いに感謝。 

＜阿部一郎君＞阿部家前の桜も昨日開花。今週の観桜会、松
倉ですので少々でも花が咲いていればいいなぁと思ってい
ます。今日は稲田君の卓話、先週の上田君の仏教講話に続
き、神道のお話しありがとうございました。 

＜橋川秀治君＞先週の仏教に続き、御代替り講義と花巻RCは
本当にタレント揃いで楽しいです。 

＜藤田勝敏君＞欠席続きですいません。本日も仙台出張。3 月
から 6 月は体力勝負。魔の 4 ヶ月です・・・(>。<； 

＜下坂和臣君＞いつも欠席ですいません。 
＜稲田典之君＞拙い卓話にお付き合いいただき、有難うござ
いました。 

 
 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
≪ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫ 

 
 

 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

◆出席報告             出席委員会 

メーキャップ 

4/9(土)ぬくまる食堂 橋川秀治君・鹿討康弘君 

 

編集制作 

【クラブ会報委員会】 
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 

AD 橋川秀治・鹿討康弘 

 

 

 

 

 


