
   ２０１１年７月第３週号 

第２３２０回 
 

平成２３年７月１５日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉  

◆ロータリーソング  『手に手つないで』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

       １．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

 ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／千葉神社 宮司 山本 栄様 

 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長    

山田ガバナーより、今年度は、会長の時間には必ずロ

ータリーの話をするようにとの指示がありましたのでお話

をさせて頂きます。「ロータリーの友」や「ガバナー月信」

を読んで頂くとロータリーのことがかなり分かってくると思

います。「友」７月号の中でガバナーの記事が掲載され

ていますが、その地区に行かれてそのことを話したりする

と話しが弾んだりします。山田ガバナーの人柄も載って

います。また、バナー紹介の記事も載っていますが、６月

号（P14）には、当クラブのバナーが紹介されております。 

山田ガバナーは、今年度のテーマを、「より強力な 

魅力あるクラブに」とされていますが、私は、少し真似て

「より楽しく 誇り高いクラブであるために」を千葉南クラ

ブのテーマと致しました。より良いクラブ作り、より楽しい

例会を皆で作りたいと思います。宜しくお願いします。 

会員増強につきましては、かつて在籍していた会員の

後継者や後任者等、候補者がたくさん挙げられます。塩

谷会員増強委員長以下全員でそういった方たちにアタ

ックし、会員を増やしていければと思っております。宜し

くお願いします。 

 

 

 

■ 委員会報告                           

◆親睦委員会より （竹尾白委員長） 

①「納涼懇親夜例会」開催のご案内 

  日時⇒ 平成２３年７月２９日（金） 点鐘１８：００ 

  会場⇒ オークラ千葉ホテル中庭 

  会費⇒ 大人６，０００円 小学生以下１，０００円 

 是非、ご家族やご友人の方々をお誘い下さい。 

②「第９回国際里山の集い」開催のご案内 

  日時⇒ 平成２３年７月３１日（日） 集合０９：３０ 

  場所⇒ 若葉区谷当町      （バス送迎あり） 

  会費⇒ ３，０００円 

③「ＣＳＲゴルフ会」開催のご案内 

  日時⇒ 平成２３年８月２４日（水） 

  場所⇒ 本千葉カントリークラブ 

  会費⇒ ３，０００円 

 

■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

・第３分区Ｂの各クラブを会長と一緒に訪問してきまし

た。 

・７/１３合同幹事会報告 

 ９月１４日（火）、ガバナー補佐主催により、ロータリ

ー情報研究会が五井グランホテルにて開催されます。

全員登録とのことですので宜しくお願い致します。 

■ ニコニコボックス報告                   

◇出井 清会員、伊藤 和夫会員 

山本宮司さん、本日の卓話、宜しくお願い致します。 

先週入会の村田会員、おめでとうございました。いろい

ろとご協力をお願い致します。 

◇伊藤 和夫会員 

こんにちは！ 本日の卓話に千葉神社・山本宮司様

にお願いしましたところ、心良く引き受けて頂きました。

お忙しい中、誠に有難うございました。宜しくお願い致し

ます。 

◇川合 柾栄会員 

前週までの「第２０回春潮展」には、大勢の会員諸兄

のご来場で、お蔭さまで大盛況のうちに終了することが

出来ました。有難うございました。 

◇鈴木 美津江会員、杉本 峰康会員 

皆様こんにちは。本日は午後６時より、「慰労・激励会」

を行います。当ホテル１Ｆ和室「天平の間」です。カラオ

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ  ＲＯＴＡＲＹ  ＣＬＵＢ  ＯＦ  ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場  オークラ千葉ホテル 

会 長 出井  清       幹 事 伊藤 和夫          雑誌会報委員長 小林  透 

事務局  〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎ ０４３-２４５-３２０４） 



ケをサービスして頂き、お酒も十分用意致しました。どう

かお楽しみ下さいませ。 

 

■ 出席報告 (会員数３６名)                      

 

出席者数２７ 欠席者数 ９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ １  修正出席率８２．８６％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

・・・本日の卓話・・・ 

 

演 題… 『千葉神社の歴史と地域との関わり』 

卓話者… 千葉神社 宮司 山本 栄様 

 

こんにちは。妙見本宮千葉神社

代４５世の宮司で山本と申します。ど

うぞお見知りおきの程をよろしくお願

い申し上げます。 

先ず、“観光”という言葉がありま

すが、どういう意味かおわかりでしょ

うか？ 光を観る。光とは何かと言い

ますと、その土地に根ざす伝統文化

の光を観に行くのです。例えば旅行に行った時のコース

の中には、必ず、お寺とか神社の参拝が入っています。

何故あるのかと言いますと、何百年とそこの地域に根ざ

しているからです。だから、光を観に行くのです。それが

観光の大きな目的です。 

では、“社会”の語源はどこにあるかご存知でしょう

か？ 社会の社は、神社の社、つまり社（やしろ）で会うの

です。日本人の生活体系というのは、農山村・漁村という

ことになっていますが、基本的には農耕民族ということに

なっています。農耕民族にとって一番大切なのは、お天

道様です。雨ばかり降っていては凶作となり、逆に日照り

が続くとこれも凶作となります。村の決めごとを長を中心

に何かをやらなければなりません。つまり、運命共同体

ですので、どこかに寄り集まって話をしなければなりませ

ん。それが神社だったのです。ですから、社で会うので

す。これが社会の語源です。 

神道とは一体何かというと、自然に対する感謝と畏敬

です。つまり、我々は、多くのものの恩恵に生かされてい 

ます。それを神としたのです。火と水と書いて何て読みま

すか？ かみ（神）と読めませんか？ 文明が大きく発展

していった大きな要因は、火を使えること、水を飲めるこ

とです。この二つがあれば生活をすることが出来ます。

そういったことで神があるのです。自然に対して感謝しま

しょう。つまり、何に対しても“感謝致しましょう”というのが、

この神道の根幹であると同時に畏敬の念というのは、自

然は怖いのです。西洋文明は、自然は、排斥するものと

いう概念の中で生きていますが、日本人は、自然と共生

するもの、自然は感謝すべきものであって怖いものという

ことで、だんだんと西洋文明がこの国に入ってきた結果、

このたびのような原発事故が起こったのです。自然は征

服出来るものではなかったのです。そのことを肝に銘じ

て復興発展に向かって行かなければならないと思いま

す。 

千葉神社について 

御祭神  

 主祭神 雨之御中主大神（あめのみなかぬしのおおかみ） 

    ＝ 北辰妙見尊星王（ほくしんみょうけんそんじょうおう） 

 北辰とは、方角の北を言います。妙見というのは、神様

本来の名前ですが妙と見に分かれます。妙は、摩訶不

思議の力をお持ちでいらっしゃいます。見は、それをい

つでもどこでも発揮して下さるという意味です。尊星王は、

字の通り、尊い星の王様です。繋げて読むと、北にあっ

て、大変力があって、いつでもどこでも力を発揮して下さ

る尊い星の王様、と言えば何の事だかお分かりですか？ 

それは、北極星です。北極星は、動かざるして天の中央

に在るので、北極星の代わりに視察に行っているのが北

斗七星です。妙見は車に乗りとありますが、車の役割りを

したのが北斗七星なのです。 

 古来、いずれの国においても日月や星を仰いで宗教

的な感情を抱かぬ民族はありません。特に星の中でも北

辰すなわち北極星は最も神秘尊厳そのもので、方角を

知る基準ともなりましたので、これを神格化して妙見様と

称してきました。また、妙見尊は、人間の星（運命）や全

部の方位を守護・掌握する星王であることから、道教・陰

陽道や易学・九星気学・風水学と深く関わる特殊信仰と

して、あらゆる守護能力を発揮すると伝えられておりま

す。 

 千葉神社には他の神社とは違うものがあります。一つ

目は、氏神です。千葉の町の中心にあって、この町の氏

子と言われる人たちの守り神としての立場。二つ目は総

守護神です。千葉氏という殿様がこの町を４００年以上治

めます。当然その町に住む武士や商人達も殿様が信じ

たものを信仰するようになります。氏子だけではなく千葉

の町全域の総氏神様となったのです。三つ目は、妙見と

いう信仰の全国の頂点に立ちました。この三つの要素が

あって、沢山の方がお参りに来られます。 

 現在地には千葉家三代忠常により御分霊が祀られ、そ

の後、忠常の次男、覚算大僧正により立派な伽藍（がらん）

整備がなされ、一条天皇の眼病平癒の勅願所としての

功があり、長保２年（１０００年）旧暦９月１３日、「北斗山金

剛授寺」の寺号を賜り中興開山されました。 

 ８代目が千葉常胤という方で、鎌倉幕府を開くに当た

って常に源頼朝の傍にいて参謀役を務めました。千葉

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 57,000 円 

金の箱   814 円 累計 1,644 円 

千葉ＲＣ 月 8/15・29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/2・16・23 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/26・8/16 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 8/3・17・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 8/11 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 8/18 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



氏が営々と千葉の地を治めることが出来たのも平の姓で

ありながら源氏側に付いたということが大きな一因になっ

ていると思います。 

 さらに、千葉家七代常重により、１１２６年に御本霊を千

葉城よりお遷しになり、現在に至っています。１１２７年か

ら私どものお祭りが行われており、今年で第８８５日目を

迎えます。その間、一度も休んだことはありません。８月１

６日～２２日までの一週間と決まっております。ご存知の

ように昭和２０年８月１５日、敗戦しました。お社も燃えて

しまいました。でも、次の日の１６日からのお祭りは行わ

れたのです。神輿も燃えたのですが、代わりに箱を作り、

それに分身をお入れして市場町に借り家があるのです

が、そこへ大神様をお連れして、２２日にそこから帰って

くるというお祭りをしたのです。ですから、８８５年間、休ん

だことがないということを誇りにしております。 

何故、お祭りが一週間続くのかと申しますと、先ほどの

北斗七星に因んでいると思って下さい。ひとつづつ願を

掛けていくのです。一週間後に７つの星に願をかけ終わ

って満願ということで、千葉神社のお祭りが一週間ある

所以です。 

昔は神仏混合だったのですが、明治２年に明治政府

から神仏分離令が出されました。神か仏かどちらかを選

ぶように言われ、そこで神輿祀りを残すために神社の道

を歩むことに決めたのです。ですから同じ妙見様をお祀

りしていても神社になっているところもあれば、お寺にな

っているところもあります。 

千葉氏をひいている北辰一刀流の千葉周作は有名

ですが、“北辰”はまさに先ほど申し上げましたように神と

して崇められています。 

徳川家から永代２００石を戴いたのですが、明治新政

府になって土地を返上し、あらたに戴いたのが約３，５０

０～３，６０００坪だったのですが、終戦後にまた都市計画

で道路等を造るということで１，６５０坪ほどになりました。 

私どもは、これから新しい千葉の街づくりに貢献して行

きたいと思っております。 

是非、いつでもどうぞお参りして下さい。 

 

 

☆☆☆☆☆☆          ☆☆☆☆☆☆ 

 

☆☆☆☆☆☆          ☆☆☆☆☆☆ 

 

 

第２３２１回例会 

日時⇒  平成２３年７月２２日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『伝わる文章、伝わらない文章 

      ～相手の心を動かす文章の書き方～』 

卓話者⇒ ㈱物語ライティング 

        代表取締役 大隈 明子様 

第２３２２回例会 

≪懇親納涼夜例会≫ 

日時⇒  平成２３年７月２９日(金) 点鐘１８：００ 

会場⇒  オークラ千葉ホテル 中庭 

 

 

≪慰労・激励会≫ 

７月１５日（金）午後６時から、水野謙一元ガバナー補

佐、榊原行夫直前会長、小林透直前幹事の慰労と出井

清会長と伊藤和夫幹事を激励する会がオークラ千葉ホ

テルにおいて行われました。 

鈴木美津江会長エレクトより、美味しいお酒が振舞わ

れ、杉本峰康副幹事の絶妙な司会で進行されました。 

 

（水野元Ｇ補佐） （榊原直前会長） （小林直前幹事） 

“ お疲れ様でした～ ” 

 

乾 杯！ 

土屋 武次会員⇒ 

 

 

 

“一年間ヨロシク～！” 

          （伊藤 和夫幹事）  （出井 清会長） 


