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●会 長 山下
明
●幹 事 寺田 昌平
●会報委員長 堀川 和士

＜会長の時間＞
暦について
―1 週間の始まりは何曜日か
らなのか―
・2 月 4 日が立春、2 月 19 日
雨水、来週の 3 月 6 日は啓蟄
と、明治 5 年に太陽暦に改暦
する前までの太陰太陽暦（旧暦）の季節感のある言葉に、年を取
るとなんとなくほっとします。
・旧暦でいうと立春、今年は 2 月 4 日から 1 年が始まり、立春の
頃に新月を迎える日が正月ということで、今年は 1 月 31 日が正
月 1 日でした。立春の前の日は、1 年の最終の日で旧暦では大晦
日ということになり、前年の邪気を祓うということで、節分とし
て豆をまくというのも、
なかなか良い風習だなぁと思ったりして
います。
◎「週」は自然の周期ではなく人間の発明なのです。
・太陰暦も太陽暦も月と太陽を観察することで、1 年の月日の移
り変わりというか、自然の変えようがない周期を「年・月・日」
として暦にした訳であります。この「年・月・日」は自然の周期
なので変えようがないのですが、
「週」という概念を作ったのは
人間であり、
週単位で時間を捉えるということは人間の偉大な発
明といわれています。
◎そこで気になるのは 1 週間はいつ始まるのか
・1 週間の最初の日は何曜日なのでしょうか。私はゲツ、カー、
スイ、モク、キン、ドー、ニチ。ある人はニチ、ゲツ、カー、ス
イ、モク、キン、ドー。英語は必ず Sunday、Monday、
・・・・。
日本のカレンダーはほとんど㊐から始まり㊏で終るのでが、
㊊か
ら始まり㊐で終るのも一定程度あります。
ヨーロッパのカレンダ
ーは㊊を左端にするのが一般的で、
一方米国の多くは㊐が左端に
なっていて、日本と米国は同じ流儀のようです。
・文化史的には、㊐から始まり㊏に終るのですが、実利・便宜的
には㊊から始まって㊏㊐をまとめて週末とする方が勝手がよい
ということで、ISO 国際標準化機構では月曜が週の始まりとされ、
月曜日―日曜日を 1－7 で表わし、情報処理や事務処理では月曜
日週初とする扱いとして定めています。
・週という制度は旧約聖書で、神が 6 日間かけて天地を創造し、
7 日目に休んだということで、7 日目を安息日とした。
◎日本の庶民の生活には明治時代の初期まで日曜日という概念
はなかったのです。
・江戸時代の武士の生活は 3 日に一度の城勤め、あとは学問と武
芸の自主的信養・訓練ということで、
かなりのんびりしたもので、
商家や職人も毎月 1 の日とか 5 の日が休みで（1 日、5 日、11 日、
15 日、21 日、25 日と 6 日の休み）そしてさまざまな節句で休み、
かなりの休日があったそうです。
・明治政府が突如として、太陰太陽暦から、太陽暦への改暦理由
は、季節とのずれがあり、閏月で調整する不便さがあるとか、吉

東 庄豪

凶にまつわる迷信的事項が多い旧暦では、
文明開化の進展を妨げ
るからなどと言われています。
・それは表向きの事で、本当の理由は官史があまりに仕事をしな
いので、仕事の能率をあげるためと、この当時、新政府の財政は
危機的状態であり回避のための妙策だったとのことです。
明治の
初期の役人の休日は、毎月 1 日、6 日、11 日、16 日、21 日、26
日の月 6 回、五節句、祝祭日、夏と冬の長期休暇があり、休みの
日が年に半分に及んでいて仕事の能率が悪く、参議大隈重信は、
明治 5 年に太陽暦導入の際、
日曜日を休日とする週日制を採用し
たとのことです。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
・3 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて
1 ドル 102 円（現行どおり）
◎高山市スポーツ少年団より
・｢平成25 年度高山市スポーツ少年団大会・交流会｣について（御礼）
＜例会変更＞
可茂 … 3 月 12 日(木)は、早朝清掃活動の為、
9 日(日)坂祝町迫間川 に変更
＜受贈誌＞
美濃加茂ＲＣ(会報) 、飛騨作家協会(文苑ひだ)

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

42 名

1名

43 名

50 名

86.00％

本日

40 名

－

40 名

50 名

80.00％

＜ご挨拶＞
この度、ガバナーノミ二―・
デジグネートを拝命しました剱
田でございます．先ほどの、ニ
コニコにも書かせて頂きました
が、どうかよろしくお願い申し
上げます。 デジグネートとは
中々聞きなれない言葉ですが、
辞書で調べますと任命する、指名する、という様な意味がありま
す。昨年の規定審議会においてガバナーノミ二―2 人の内新しい
方がデジグネートの肩書きを担うと決まりました。ですから
2630 地区に於いては、初めての任であり大変光栄な事ではあり
ますが、事の重大さ、任の重さ,私の様なものが出来るかどうか
の不安などプレッシャーを感じています。しかし、天命と思い一
生懸命努めますので、
親クラブの皆様のご指導ご鞭撻ご協力をお
願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
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＜本日のプログラム＞

環境保全委員会

副委員長
岡田 贊三
本日は委員長の蜘手さん
がお休みですので、私が代理
でゲスト、小野木 三郎 様の
ご紹介をさせて頂きます。
自称『緑のおじさん』の小
野木さんは、1939 年生まれ、
岐阜大学学芸学部卒業後、小
中学校理科教諭、岐阜県博物館学芸員、高山短期大学講師兼飛
騨自然博物館学芸員を経て、｢飛騨高山ふるさとを歩こう会｣代
表、｢各務原市シデコブシを守る会｣会長などを務め、野外活動
を通して自然保護活動に情熱を傾け続けていらっしゃいます。
本日は｢飛騨山脈こそ世界自然遺産｣と題してお話いただきます。

飛騨山脈の特異性について
～山楽山歩海外編第 43 回の実践から得た事～
乗鞍岳と飛騨の自然を考える会

小野木 三郎 様

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を
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＜ニコニコボックス＞
●高山中央ＲＣ 剱田 広喜 様
この度、高山西ロータリークラブ様の温かいご支援をいただき、
ガバナーノミニ―・デジグネートに選出されましたこと、心よ
りお礼申し上げます。浅学非才ではございますが、来る年に備
えロータリーを学び、ロータリーを身につけ、ロータリーに自
信を持てる様精進していきたいと思いますので、高山西ロータ
リークラブ様のますますのご指導ご鞭撻ご協力をよろしくお願
い申し上げます。
●山下 明さん
①小野木 三郎 様、昨年に続き今年も来訪して頂きありがとう
ございます。卓話楽しみにしています。
②高山中央ＲＣ 剱田 広喜 様ようこそ。ガバナーノミニ―・デ
ジグネートの決定おめでとうございます。
●門前 庄次郎さん
本日は寺田幹事がお休みですので、副幹事の仕事を初めてやら
せて頂きます。よろしくお願います。
●田近 毅さん
小野木先生のご来訪を歓迎いたします。卓話楽しみにしていま
す。環境保全に我がロータリーがいかに取り組むべきかご教授
下さい。ロータリーはお金が沢山あります、ウソです。
●米澤 久二さん､小田 博司さん､垣内 秀文さん
高山中央ＲＣの剱田さんのご来訪を熱烈歓迎します。小野木さ
んのスピーチ楽しみにしています。よろしくお願いします。
●挟土 貞吉さん､新田 敬義さん､田近 毅さん､大村 貴之さん
剱田さんのご来訪を心より歓迎いたします。頑張って下さい。
●阪下 六代さん
ここ数日でめっきり春めいてまいりました。胸を張り、背筋を
伸ばして歩けるようになったのは嬉しいことです。そんな今日、
剱田 広喜さようこそおいで下さいました。
●岡田 贊三さん
先日、仙台にショールームをオープンしました。
●遠藤 隆浩さん
誕生日プレゼントありがとうございました。いよいよ 50 代突入
です。気持ちを新たに頑張ります。
●田中 晶洋さん
2 月 24 日は妻の誕生日にお花を頂きありがとうございました。
バースディプレゼントは当日に間に合わなかったのでお花があ
って本当に助かりました。
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