
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

着物や帯を結ぶようになる儀式が「帯解の儀」です。それ 

までは 7 歳の男女が行っていましたが、江戸時代からは

女児 7 歳、男児 5 歳となった様です。 

 そして現代では、3 歳の男女、5 歳の男子、7 歳の女子

というのが一般的になりました。かつては、数え年が使

われており、厄年などは数え年で数える様ですが、七五

三は現代はほとんど満年齢で行われる様です。 

 10 月1 日は駿河国総社静岡浅間神社にお参りして参り

ました。このお社は神部神社と浅間神社が二社同殿に

祀られており、通称「おせんげんさま」と呼ばれており、浅

間神社は醍醐天皇の勅願により富士山本宮より分社さ

れたとのこと祭神は木花開耶姫です。10 月というのに蝉

が賑やかに鳴いており、さすが静岡だなと思いました。 
 

【幹事報告】 小林 秋生 幹事 

１．国際ロータリー日本事務局よりロータリーレート変更

について 

   10 月より 1 ドル＝112 円（現行 109 円）に変更 

２．ロータリー米山記念奨学会より 2016 年度決算報告・

事業報告書・設立 50 周年記念ＤＶＤ 

３．関 邦則ガバナーより第 29 回ＲＹＬＡ礼状 

４．小諸高校音楽科より定期演奏会開催について 

   日時 10 月 29 日（日）開演 13：30 

   場所 小諸市文化会館 

   日時 11 月 3 日（金）開演 17：30 

   場所 ホクト文化ホール     いずれも入場無料 

５．例会変更 

軽井沢ＲＣ 10 月 30 日（月） 定刻受付あり 

佐久コスモスＲＣ 10 月 16 日（月） 定刻受付あり 

  10 月 23 日（月） 定刻受付あり 

千曲川ＲＣ 10 月 18 日（水） 定刻受付なし 

 

・当クラブ、来週 10 月 10 日（火）定款による休会 

 10 月 17 日（火）合同夜間例会 18 時より音羽 

ゴルフコンペ 小諸高原ゴルフクラブ  

集合 8：20 スタート 9：01 

【本日の配布物】 

週報 1383 号、ガバナー月信 10 月号、 

ロータリー米山記念奨学会事業豆辞典、 

ロータリー平和フェローシップニュースレター1 号 
 

◆ラッキー賞 

  ＮＯ．１５   依田 晋一 君 

 

◆点鐘 小池平一郎 会長 

◆SAA 黒田 説成 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

 

◆誕生祝 
湯本 敏晴会員 

 

◆結婚祝 
 掛川興太郎会員 久江夫人 

中河 邦忠会員 淑子夫人 

  

【会長挨拶】  小池平一郎 会長 
今年も 10 月となり 3/4 が過ぎ、残す所 1/4、3 ｹ月とな

りました。10 月 1 日（日）好天に恵まれ、ひと足早く静岡に

住む孫の七五三のお祝いに行って来ました。七五三は

11 月 15 日ですが、この日になった由来は諸説がある様

で、江戸時代、徳川綱吉（五代将軍）の子、徳松の三歳

の髪置の儀のお祝いを行ったのが 11 月 15 日で、それが

江戸を中心に広がり出したという説。また、中国から伝え

られた「二十八宿」という暦をもとに、11 月 15 日が鬼宿日 

（きしゅくにち）に当り、この鬼宿日は、万事進むに大吉と

いわれる最良の日であったことから、この日が選ばれた

という説。さらに、11 月の頃、農作業が一段落し、1 年の

収穫を祝う「収穫祭」を 11 月の満月の日に行う習慣があ

り、氏神への収穫の感謝を兼ねて、その日に執り行うよう

になり、11 月 15 日は旧暦では、1 年最後の満月の日とさ

れており、この日に神様に子供の成長への感謝とこれか

らも幸を願って行ったなどという説。さらには 7＋5＋3 が

15 になるので 15 日になったなどと諸説あります。 

 昔は地方によって子供の成長を祝う独自の行い方があ

った様ですが、江戸時代になって、それぞれの年齢の儀

式が定まって来た様です。3 歳は「髪置の儀（かみおきの

ぎ）」といい、平安時代は、男女とも生後 7 日目で産毛を

剃り、3 歳までは坊主頭が普通でした。そして 3 歳から髪

を伸ばすことができる様になり、その為の儀式が「髪置の

儀」であるとのことです。5 歳は「袴着の儀（はかまぎの

ぎ）」といい江戸時代、男児が初めて袴を着ける儀式を 5

歳で行なう様になり定着した様です。それまでは 3 歳から 

7 歳の間に地方によりバラバラに行われていた様です。

着袴の儀とも言われ、公家・将軍家では正月の吉日に行

われた様であるが、近世以降、陰暦 11 月に行うのが通

例となったようです。7 歳は「帯解の儀（おびときのぎ）」と

いい、室町時代の始まりと言われ、当時子供は着物にひ 

もをつけて着ていましたが、このひもをとって、大人と同じ 

  

◆会 長 / 小池平一郎     ◆副  会  長 / 湯本 敏晴 

◆幹 事 / 小林 秋生    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 依田 晋一 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

NO．１３８４ 平成２９年１０月３日 
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◆出席報告   山口 洋一 委員 

会員数２２名  出席義務者２２名  免除者０名     

本 日         出 席   １６名 

            事前 MU  １名  ７２．７３％ 

前々回（9/19）   ＭＵ    ０名  ８１．８２％ 

 

◆ニコＢＯＸ   山口 洋一 委員 

 

小池平一郎君 
新井さん卓話楽しみです。七五三の祝

無事済みました。 

小林 秋生君 
季節の変り目、風邪など引かないよう

にご注意の程。 

中河 邦忠君 
結婚記念日祝、お花楽しみにしていま

す。 

 

【本日のプログラム】 「健康について」 新井 粒太 会員                                        

 

心得   

 １．散歩                

２．新聞、声を出して読む   

３．料理をする。工作をする。     

４．社会と交わる。（仕事をしている頃と同じように）社会活動と趣味を 

５．外出する習慣（軽い緊張感を持つ）   

６．日誌 or 記録をつけること（昔との対話） 

７．恋心を持つ心（柔軟性、ソフトになれ） 

８．迷ったら原点に（正義、正論に照らして判断する） 

  

木材について 

 森林資源 北米材、北洋材、南洋材、北欧材、ニュージランド材、台湾材、アフリカ材 

 計量  石 1 尺×１尺×10 尺 10 立方尺 1 石  1 石 0,278 立方メートル 

      坪 6 尺×6 尺 36 平方尺 1 坪       1 坪 3，3 平方メートル 

丸太、立木 

三大美林 天然林：青森ヒバ、秋田杉、木曽檜  

人口林：吉野杉、天竜杉、尾鷲檜 

         その他の良木材：北山杉、日田杉、高知檜、浅間山麓の唐松など 

 

家屋 木造住宅 

次 週 のプログラム： １０月 １０日  定 款 による休 会  

次々週のプログラム ：１０月１７日  合同夜間例会 

 

健康について 

  糖尿病 経過 

  脳梗塞 

  腎症 尿蛋白 

  網膜症 新生血管 硝子体手術 

  透析 

  大動脈弁狭窄症  手術 

湯本 敏晴君 誕生祝、有難うございました。 

依田 晋一君 
久方ぶりのラッキー賞頂きました。気

持ちが晴ればれしています。 

前田 博志君 結婚記念日の、お花ありがとう。 

 

健康と今後の生活 

    食事  運動  鍛錬 

 


