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日時：平成１５年２月１３日（木） 場所：日航ホテル２月定例理事会議事録
吉田 坂口 前田 宮永 水野 池田 木場 山下 斎木１． ２．開会宣言 出席者の確認

江守巧 魏 石丸 下村 高嶋 岩倉 木村（陽）炭谷 議事録作成者 宮永３．

・別紙各理事役員 について、基本的に承認４． ①決定 確認事項 次年度理事 ・役員の承認

された。 ・各副委員長は次年度に委員長 に就任することを 前提とする ・クラブ奉仕委員

長には副委員長職はなかったが 、上記ルールを徹底するため、次年度より設ける ・各委員。

長は副委員長、委員のメ ン バ ー を 人 選 し 、 事 務 局 に 連 絡 す る ・副会長は、エレクト が

兼任するのではなく、次のエレクトが、就任するべきである 。との意見から、次年度 の炭谷

エレクトが、副会長の人選、交渉 を

行う。 て（江 守②米山奨学金につい

道子米山委員長） 委員長欠席の た

め、次回持ち越し

進行 、③５周年記念例会について

、 。役割分担について 別紙の通り決定

・会員の夫人の 参加について 韓

国の有効クラブから婦人同伴で出席

されるので、 私達のクラブの会員

の夫人も参加可とする

５周年記念例会について
１．日時 平成１５年４月２４日（木）19～21
２．場所 ホテル日航金沢 ３Ｆ 孔雀の間
３．参加者 津田達雄ガバナー （招待） ８ＲＣ
会長・幹事 （招待） 姉妹クラブ 韓国南
光州ＲＣ 会長・幹事 （招待） 東京世田谷中央ＲＣ 〃 （招待） 京都北東ＲＣ 〃 （招待） 記念
事業贈呈者（団体代表） チャイルドライン メイクアウイッシュ 百万石ロータリークラブ会員（会費制 ５
０００円位）および事務局 ☆ 同上 婦人（会費制 〃 金沢北 会員 （会費制 〃 ）韓国南RC
光州ＲＣ会員（会費制 〃 ）以上 １００名 程度の見込み

県立音楽堂 藤舎麻衣さん（斎木妙子会員令嬢）他会員消息 2/15 土 和と洋のひびき

碧い大気
青い海 蒼い大地
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今後のクラブ例会のプログラム
２月２０日 木村会員卓話 題未定
２月２７日 中尾靖恵さん ネイルアートについて
３月１３日 19:00～ 藤江町「ティルパティオ オーボ」
エの演奏会予定

2/27 18:30～「松魚亭」金沢北ＲＣ
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魏賢任会員点鐘
四つのしるべ
．慈愛の種を播こう。1
感謝の声をかけあお1.

う。
親睦と友情を深め、自1.

己の向上に努めよう。
地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよ1.
。う

それでこそロータリーSONG
本日は宇多須神社の森様の講話です。よろしくお願いいたします。 又メイクは会長挨拶

なしで、本当の内輪だけの例会になりました。
なしメーキャップ

前田宏智 本日例会後定例理事会です。よろしくお願い致します。幹事報告

¥612,000 ¥3,605,354ニコニコＢＯＸ ¥20,000 本年度合計 残高
皆様お久しぶりです。昨年末、５００円ゲームで一人占めにしてしま市島会員

った賞金の一部をニコニコボックスさせていただきます。 遅くなってごめんなさい。 Ｉ．Ｍ．大平会員

ご苦労様でした。 本日は一人で来ました。 永津照見様の展覧会、県立美術館江守巧会員 木場会員

で拝見させていただきました。国際親善奨学生として活躍をお祈りします。 今年初めての例齋木会員

会出席です。舞台次々と終わりました。今度は４／２９に大きな会があります。是非、皆様お出かけくださ

いませ。 森宮司さんの卓話楽しみにしています。 森宮司様、ようこそおいで二木会員 前田会員

くださいました。 卓話楽しみにしております。 立春を過ぎても寒さが続いています。今晩山下会員

に・の卓話を楽しみ

宇多須神社宮司 森博氏講話の時間 「心の道」
森様は卯辰山麓宇多須神社の宮司さんで県神社庁の参与をされています。二木会員の紹介
森さんには体育館で良くお逢いします。バドミントンが強くてジュニアーの指北山会員の紹介

導もなさっています。是非友 当百万石ＲＣに入会して頂きたいと思っております。

ただ今、ご紹介戴きました。東山にございます宇多須神
社宮司の森博と申します。

よく宮司って何ですかと、聞かれます。 まあ会社
で例えれば、社長ということになるのかも

、 。知れませんが 神社でいう役職のことです
宮司というのがあって次ぎに、権宮司・禰
宜・権禰宜・出仕と言う役職があります。

また神主さんには、身分といものがあり
1 2 2 4まして、特級・ 級・ 級上・ 級・３級・

級 神主さんの身分ってお酒みたいだと言
われます。

じつは今日は二本さんに『心の道』につい て
話してほしいと言われてきたわけですが 『心の道』については、お手元、
に市の観光課が作ったパンフレットがありますので、ご覧下さい。由緒
のある寺院群を『心の道』でつなぐ
という事業は平成元年から始まり、

昨年で一応完成をみたわけですが心の道として整備され、道がつながっ
ているのは、上段に並んでいる ２の寺院だけなんです。1
ほかにも由緒のあるお寺がたくさんあります。パンフレットに紹介さ

れていますので、後程、ご覧いただくこと とし神社の話しさせて戴き
ます。宇多須神社は、１５年後に１３００年祭を迎えますが、宇多須神
社が脚光を浴びるのは、 年、利家公が 歳で大阪で亡くなられま1599 63
したが２代目の利長公が金沢城の表鬼門にあたる今の地に利家公を神様
としてお祀りし卯辰八幡宮となってからなんです。

明治の廃藩置県まで加賀藩の神社として、歴代藩主が自らお参りし、お祭りの祭典費や改築費用等は藩
費から支出されていたんです。 神社というのは、創建された当時、誰が、何故、モこに建てたのか。建で

。 、られた立地条件というものが必ずある訳です 私が宮司として宇多須神社に来ましたのは平成 年ですが9
その前は、泉 丁目に国造神社というところにお世話になってもいました。 不思議な縁ですが、こ2
の国造神社もですね、加賀藩が金沢城の裏鬼門という位置づけをしていた神社なんです。私は裏鬼門から表

ホテル日航
6通算 22

25/41 61.00%出席

70.73%1 月修正出席率

（木）2003.2.7

前田利常の礼状
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鬼門へ来たわけです。鬼門を守る神主なのかな。 前にテレビでやっていたことなんですが、ある女性が悪
い霊が憑いているから除霊してほしい、と言う、設定なんです。やがて、 その女性の除霊をする人が出て
来たんですが、なんと我々神主と同ヒかっこうをした〔先程の身分でいうと 級とう冠をかぶった正装）若1
い男の人なんですね。そして神主のかっこうをした男の人がですねその悪霊と話し始めたんです。
『おとなしくこのÅから離れないと祝詞をあげるぞ、いいいのか！いいのか！』といっているんです。

ところが、その霊がどうも、モの男の人の言うことを聞かないようなんです。男の人は、ついに、祝詞をあ
げ始めるんです。
するとほどなく、女性がのたうちまわりはじめて、悪霊が苦しみ始めたようなんです。とうとう祝詞が終

わる 男の人がころには悪霊は退散したということでした女性は笑顔で有難うごぎいました。という番組でした。
あげていた祝詞は我々があげる『大祓』という祝詞でした。 人間は知らず知らずのうちに、罪・穢れが体
にたまってきますので、 月の夏越の祓い（みなつきの祓い 、 月のつごもり祓い〔みそか祓い）これを6 1 2）
大祓いといっでおりますが、年に２回祓いをうけて心身ともに清浄にするわけです。モの時にあげる、祝詞
だったんです。 祓いの祝詞なんですが、大祓をあげて簡単に除霊ができるんなら、それにこし たことはL
ないわけですが。 私ほ一日何回も大枚の祝詞巷あげていますし、ここにおられます二木さんも毎月 回宇1
多須神社で自ら大祓をあ げておられますから、悪い霊なんかつかないはずなんですよ。

その後、その男の人の番組は見たことがないですし、つい先日、除霊しないと死ぬぞといって祈祷をしてです
ね金をだましとったとして逮捕されたというニュースをやっていました。

話しが戻りますが、特に、３代の利常公は、卯辰八幡宮（宇多須神社）を大事にしたんですが、それはなぜかと
言いますと、利常公は実の父親です。九州に行っていたとき側室ちよに生ませた子供なんです。おまつさんの子供
ではないんです。そしてまた、 代の利長公には男子がいなかった為、利常を養子にして藩主としたわけです。そ2
んな関係ですから、当然と言えば当然なんです。ですから、利常公の時、毎月 日、 日や春・秋・正月のお集り1 15
には登城後、藩主以下打ち揃って参拝することを藩例としたり、藩主の奥方やお子様がたの安産祈願やお宮参りな
どことあるごとに、お参りがあったわけです。城から神社まで、どこの門をでてどの道を通って来たのかな一文化
じゃないでしょうか。

このように大事に祀られててきた卯辰八幡宮も廃藩置県こより領主が東京へいかれ、藩の財政的裏付けがなくな
。 、、 、 、 、ってしまいま 財政的に逼迫し 荒廃していった神社を見かねて 旧藩士たちが明治 年 今の尾山神社をたて6

利家公偏座（神様を移す）した。
、 、 。残された神社は 卯辰山の本名が宇多須山というところから 宇多須神社と改称して現在に至っているわけです

神社の社格ということもよく聞かれますので簡単にお話ししますと。
平安時代（ 年〕の延喜式神名帖に記載された神社を式内社といって、由緒ある神社としてその社格を誇るこ967

とがで来た。 その神名帳に掲載された神社が明治新政府の定
めにより官幣大社とか国幣大社とかに位置づけられたんです。

官社の序列
官幣大社一国幣大杜一宮幣中杜一国幣中社一宮幣小社一国幣小社ー別格官弊社の順となります。

北陸の地に官幣大社が つだけあります。敦賀にあります気比神宮です。1
石川県にももちろん官社があります。
国幣大社が つ 気多神社（大正 年国幣中社から大社に昇格した （能登の一宮）1 4 ）
囲幣中社が っ 白山比咩神社（加賀の一宮）1
国幣小社が つ 菅生石部神社1
別格官幣杜が つ 尾山神社 （人格神を祀っている神社）1
このほか、府社・県社・藩杜・郷社・村杜・無格杜・総社〔能登一総社（七尾市古府町）

（加賀一石部神社〔小松市古府町〕現在、社格制度はありません。
また、神宮と大社はどう違うのかということもよく、聞かれます。

神宮 神宮といえば伊勢の神宮のことです。戦後国家管理を離れたため皇室に縁のある神社が神宮と社名を変更
した例が多い。

大杜 大社といえば出雲大社のことです。やはり戦後国家管理を離れたた旧官幣大社や囲幣大社が神社側の意志
で社号を変更したわけです。

旅先で神社をお参りされることもおありだろうと思われますが神社の名称や建物を見てどんな神様を祀っている
かということがおおよそ解るるんです。

神明造り－一伊勢神宮 内宮には天照皇大神・外宮には豊受大神をお祀りしている。
内宮の千木は内削ぎ、鰹木 本・外宮の千木は外削ぎ、鰹木は 本の奇数10 9

社殿の両側に棟持ち柱がある。
点鐘（つづく）

北山吉明会員から オケストラ・アンサンブルの団員の原田智子ヴァイオリンリサイタル会員便り続き
共演 田中美千子ピアノ 金沢市アートホール （木） 開演2003.2.20 19:00
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２００３年４月２４日金沢百万石ロータリークラブ５周年例会式次第
１）点鐘 ６）招待者祝辞
２）国歌 ７）ニコニコボックス披露
３）ロータリーソング ８）素囃子演奏
４）会長挨拶 ９）乾杯
５）目録の贈呈 １０）閉会挨拶
１１）点鐘

・目録 ・記念 ・記念品 招待者用・お土産５周年記念事業 CD-R
・ 招待・案内状の発送 ２／２０位 返送 ３／１５位の予定

近づく記念例会のための計画です。

３月１３日 19:00～ 藤江町「ティルパティオ」オーボエの演奏会予定
多数ご出席を

市内ＲＣの例会変更
金沢ＲＣ 3/12水「休会」 香林坊ＲＣ 3/31月「休会」 みなとＲＣ 3/4火11:20 鶴来町「白山比咩神社」

1/30東京世田谷中央ロータリークラブ事務局から百万石事務局相川晶代さんへ
1 7 802 107 0051東京都漕区元赤坂 －ト 赤坂モートサイドビル 号〒 －

TEL 03 3403 8071 FAX 03 3403 8071． ： － － ： － －
金沢百万古口ークリークラブ 事務局 相川重代様
お寒い日が続いております。 東京は例年になく雪の降る回数が多く、この週末も天気予報は雪マークです。

さて、 月－ 月の週報をお送りいたします。 百万石さん（石丸様の編集は素晴らし！）のようにカラフルでは12 1
ありませんが、事務局の手作りです。 月には未だ、大きなクラブ事業が控えておりますので、これから ます4
ます忙しくなりぞうです。 お風邪をめしませんようにご自愛なさいませ。

東京世田谷中央 事務局 高橋RC


