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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

9月 23日は秋分の日、昼と夜の長さがほぼ同じに

なる日です。秋分の日は戦前に秋季皇霊祭と呼ばれ、

歴代天皇並びに皇族の霊を祭る儀式を行う日でした

が、それが祝日法で改正され、祖先を敬い、なくなっ

た人をしのぶ日として秋分の日となりました。ちなみに

春分の日も昔は春季皇霊祭と呼ばれていました。ま

た、秋分の日は彼岸の中日（ちゅうにち）ともいわれて

いますが、今日はこの彼岸についてお話ししたいと思

います。 

秋のお彼岸は秋分の日と前後 3日間を合わせた 7

日間のことを指しますので、今年は昨日 20日が彼岸

入り、26日が彼岸明けとなります。 

お彼岸は日本独特の風習で、その歴史は古く、平

安時代から存在したとされています。仏教の世界で

は先祖のいる悟りの世界を彼岸、今私たちがいる世

界を此岸（しがん）といい、秋分の日は昼と夜の長さ

がほぼ等しくなることから、この日は彼岸と此岸の距

離が最も近い日と考えられ、先祖への感謝の気持ち
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を表しやすい日だと考えられるようになったのがお彼

岸の由来だそうです。 

秋分の日にはおはぎを食べる習慣がありますが、

おはぎの名前の由来は秋の植物である萩からきてい

ます。萩の花が小豆の粒によく似ている様子から御

萩餅と呼ばれていたのが簡略化されおはぎになった

そうです。 

さて、秋分の日に食べるのはおはぎですが、春分

の日に食べられるものは何でしょうか。ぼたもちです。

漢字で書くと牡丹餅となり、春に咲く牡丹の花が小豆

の形に似ているというところからきているようですが、

同じものです。さらにこのおはぎ、夏と冬でも呼び方

がありまして、夏は夜船、冬は北窓とよばれていま

す。 

そしてお彼岸と言えば彼岸花です。彼岸花は別名

曼殊沙華ともよばれ、サンスクリット語で天界に咲く花

という意味があります。中国原産で、お墓や田んぼの

周りでよく見かけます。彼岸花はアルカロイド系の猛

毒を持っており、口にすると呼吸困難や痙攣、麻痺を

引き起こします。この毒を利用し、お墓や田んぼを荒

らすモグラやネズミからそれらを守るために昔の人が

植えたのがそのまま残ったと言われています。 

暑さ寒さも彼岸までという言葉がありますが、昨日、今

日と急に涼しくなってきました。急な気温の変化で体

調を崩さぬようお気を付けください。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

 本日の幹事報告はございません。 

雑誌記事紹介 

 

伊藤 純 会員 

「第 37回 全国ロータリークラブ野球大会」 

(2022~23 年度大会)より、越谷北ロータリークラブと

対戦を行った益田西ロータリークラブの情報を紹介し

ました。 

『第 2690地区 益田西ロータリークラブ（島根県）』 

島根県の西端にある、人口 4万 5千人のまち益田

市は、雪舟と柿本人麻呂そして、山陰の豪族益田氏

で有名です。 

そんな歴史ロマンがいっぱい詰まった市内を流れ

る一級河川『高津川』は何度も清流日本一の栄誉に

輝きました。この高津川で獲れる天然の鮎は絶品そ

のものです。このような川の幸、海の幸に恵まれたま

ちに私たちロータリークラブは 1977年に益田ロータリ

ークラブをスポンサークラブとして誕生しました。クラ

ブのバナーにも鮎が躍っています。 

現在会員数は 26名、平均年齢は 56才です。 

野球同好会の歴史は、2006 年に第 2690 地区の

予選会に挑戦したのが始まりで 2008 年~2009 年度、

第27回大会以来13年振り2回目の出場となります。

前回の経験者は 7名残っています。 

チームには「特別目立った選手はいませんが、総

監督でエースの田儀とバッテリーを組む村上、このベ

テランバッテリーを中心にしっかり守って、どこからで

も点の取れるコツコツ打線が特徴です。」 

若い力も加わり楽しみなチームが出来上がってい

ます。身体と相談しながら 13 年振りの甲子園を楽し

みたいと思います。 
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【試合結果】 

＜●越谷北 RC 6 – 8 〇益田西 RC＞ 

 

外部卓話 

 
国際ロータリー第 2770地区 

会員増強維持委員会 委員 小暮 直正 様 

会員増強維持委員会 委員 堀江  充  様 

「会員増強・維持に関する卓話」というテーマで卓

話を頂きました。 

スライドでデータを見ながら、効果のある増強の方

法等を教えて頂きました。 
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小暮様、堀江様、ありがとうございました。 

 

  

・本日は貴重な例会の時間を頂きありがとうございま

した。今年度、よろしくお願い致します。 

地区会員増強維持委員会 委員 小暮 直正 様 

・本日はよろしくお願い致します。 

地区会員増強維持委員会 委員 堀江 充 様 

・地区増強委員会、堀江様、小暮様、本日は卓話よ

ろしくお願い致します。 

大島 直幸 

・地区会員増強維持委員会堀江様、小暮様、本日は

卓話よろしくお願い致します。 

江口 公晴 

・堀江地区増強委員様、小暮地区増強委員様、本日

はよろしくお願い申し上げます。 

青木 清 

・少し遅刻します。地区増強維持委員会の堀江様、

小暮様、本日宜しくお願い申し上げます。 

堀野 眞孝 

・地区会員増強維持委員会堀江様、小暮様、本日の

卓話よろしくお願い致します。 

鈴木 英男 

・外部卓話、宜しくお願い致します。 

宮﨑 敏博 

・本日例会に堀江充様、小暮直正様ようこそ。宜しく

お願い致します。 

中村 隆雄 

・地区会員増強維持委員会、堀江様、小暮様ようこそ。

本日卓話宜しくお願い致します。 

大熊 正行 中澤 伸浩 伊藤 純 

須賀 篤史 市川 洋和 大塚 具視 

松﨑 義一 

・松井さん本日誕生日おめでとう！100 才目指してが

んばろう！ 

太田 靖彦 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          30名 

出席率          78.9 % 

https://koshigayakita-rc.jp/

