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会長挨拶	 由上会長

8 月27日に献血活動が行われました。献血活動はラ
イオンズクラブが積極的でロータリークラブはそんな
に積極的ではありませんでした。そんな中で20年程前
に元会員の玉城明さんが献血活動を始め、それ以来続
いている活動です。
その時の粗品は傘でした。今はボールペンやウェッ
トティッシュなどですかね。
日赤自身も粗品を持っています。又、高価な粗品は
止めて欲しいとの意見もあります。日赤に聞くと200
～300円以下で、コロナ影響で今冬は厳しくなりそう
とのことでした。
因みに当地区では2008年頃、日赤が献血不足で泣き
ついてきた時がありました。社会奉仕委員長から社会
奉仕委員に電話で「協力したいが金がない」と。
それで社会奉仕委員は「台風や地震などの災害で各
クラブに協力金を求めたりしている。人災も災害だと
言うことで協力金を集めたら」と言うことで実施され
ました。300万円近い協力金が集まったので、ロー
ターアクトを巻き込み、委員長はラジオでアピール
し、確か五千人規模の献血活動がなされたことがあり
ます。そして日赤からは当時の新谷ガバナーに感謝状
が贈られました。
その感謝状を見て社会奉仕委員長がその感謝状を欲
しいと言い出しました。新谷ガバナーは要らないと言
うことでしたが宛名は新谷さんです。そこで社会奉仕
委員は日赤に連絡し、ガバナーへの感謝状とは別に社

会奉仕委員長宛の感謝状を改めて貰うことになりまし

た。

しかし追加贈呈のことは社会奉仕委員長は知りませ

ん。そして社会奉仕委員長が任期で退任する時の送別

会でサプライズにて日赤の部長、課長、担当者に来て

頂き贈呈式が行われました。

その社会奉仕委員は社会奉仕委長を泣かせてやろう

と企てたのですか委員長は泣きませんでした。しかし

大感激していました。

そのアホナことをしていた社会奉仕委員は「楽しく

なければボランティアじゃない」が信条の私でした。

皆さん、楽しくやりましょう。

ゲスト紹介
	 親睦活動委員会　木下副委員長

本日のゲストは米山奨学生のサンダリさんにお越し

頂いてます。例会をごゆっくり楽しんで下さい。

幹事報告	 木田幹事

・ 9月度誕生月のお祝いの品をお渡しします。

本日の例会

第1782回例会　令和 2年 9月14日
今週の歌　「風」
卓　　話　「クラブフォーラム（クラブ奉仕）」
� クラブ奉仕担当　紙谷　幸弘�理事

前回の記録

次回の例会

第1783回例会　令和 2年 9月28日
今週の歌　「月がとっても青いから」
卓　　話　「すぐ出来るストレス解消法」
� ピラティストレーナー　志々目佳月子�様



・�例会後に第 2 回HP立上準備委員会がありますの

で、委員の方はご参集下さい。

・2020－21年度のクラブ概況をお配りしました。

・サンダリさんに奨学金をお渡しします。

出席報告	 出席委員会　村井委員長

●会　員　数　46名　　出席会員数　44名

●来　　　客　 1名　　本日の出席率　100％

● 8月 3日の出席率（メーキャップ含む）100％

米山記念奨学会委員会	 矢倉副委員長

本日、小川会員、尾家会員、梶山会員、長屋会員、

田中会員、由上会員、村井会員、仁科会員、近藤会員

より特別寄付を頂きました。ご協力ありがとうござい

ました。

ロータリー財団委員会	 堀委員長

本日、尾家会員、小川会員、河邊会員より特別寄付

を頂きました。ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会	 佐藤委員長

9 月 1 日の午前 7 時30分より、クリーンデーとし

て、周辺の清掃活動を実施しました。

参加者は、由上会長、橋本徹也直前会長、本田会

員、塚脇会員、木田会員と私、佐藤、さらに、東急

REIホテルの松村管理支配人にもお手伝いいただきま

した。ご参加いただきました皆様、ご協力ありがとう

ございました。

ニコニコ箱	 塚脇SAA

●橋本（幸）会員　監督をしています関大ゴルフ部が、
2部リーグ戦で優勝する事が出来ました。誕生日祝
いもありがとうございます。
●新井会員　中西麻耶さん優勝おめでとうございます。
●坂本会員　誕生日のお祝い有難うございました。
●河邊会員　雨のおかげで、少し楽になりました。
●井伊会員　まだまだ暑いです。
●荻田会員　台風一過。
●杦本会員　先週三ツ星赤倉観光ホテルに、夫婦旅行
が楽しめたことに感謝です。
●榎原会員　先月誕生日プレゼントありがとうござい
ました。
●木下会員　来週ゴルフコンペですが、一向に調子が
あがってきません。
●堀会員　会員の皆様に割引サービスカードをお配り
しています。ぜひご利用ください。
●坂本会員　コロナでご心配をおかけしました。
●長屋会員　前回欠席のお詫び。
●塚脇会員　ニコニコ箱、よろしくお願いします。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 48,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 259,000円
　　　　　　　　累計ニコニコB� 500円

軽体操	 清水（大）親睦委員

・可動域を広げる体操（方法）
ゴルフや運動をするとき、可動域を大きくすること
が大切です。その簡単な方法の体操です。
①�両手を前に伸ばして身体を左右に捻ってください。
自分がどこまで捻れるか覚えてください。
②屈伸を数回行う。
③�もう一度①の要領で身体を捻ると最初より広く捻じ
れると思います。
ゴルフのスイングなど、運動する前に屈伸をするだ
けで身体が良く回り、可動域が広がりますので、次回
ゴルフコンペの時などにお試しください。



��

ご結婚のお祝い　 9月

�

福原会員ご夫妻
長屋会員ご夫妻

山下会員ご夫妻
尾家会員ご夫妻

�

米山記念奨学会報告
� 米山記念奨学会　髙木久美子�委員長
� 米山記念奨学生　サンダリさん�　　

「スリランカのお正月と結婚式」

スリランカのお正月

お正月と言えば 1月 1日というのが普段ですが、ス

リランカのお正月は 4月になります。普段 4月の13日

または14日に祝われますが、毎年時間が変わります。

新年は太陽が魚座から移動して牡羊座に入ったときと

されており、毎年ベテラン占星術師たちによって年越

しの時間が決められます。このお正月はスリランカ人

全員ではなくおもに仏教とヒンデュー教が祝います。

日本のお正月はとても静かですが、スリランカのお正

卓　　　話

月はとても賑やかです。大晦日、元日は国民の祝日と

なっており、それぞれのお家では占星術によって決め

られたタイムテーブルに従って一日を過ごします。タ

イムスケジュールの儀式ごとに着る服の色、見る方角

も決められています。年越しの時間を含めて、タイム

スケジュールの詳細は正月前に発表されます。

縁�起の悪い時間：大晦日に始めるこの縁起の悪い時間

では何もせずに家族全員でお寺へ行って、お祈りし

てきます。お寺に行かない人は家でお祈りをしま

す。普段この時間が始まってからは料理をしたり、

食べたりはしないです。

ミ�ルク炊きこぼし：縁起の悪い時間は終わって新年を

迎える初めての行事はココナツミルク炊きこぼしの

儀式です。ここでスリランカ全体で一緒に火をつけ

るのを大切にしています。そしてキレイに炊きこぼ

れると、この年はよい年になるとされています。

料�理を食べる：そのあと、新年食べ始めの儀式が行わ

れます。一家の長が、お正月料理を家族全員に手で

口に入れてあげます。この儀式のあと、全員でお正

月の料理を食べます。

敬�意を表す：食事の後は子供たちは年配の人に敬意を

表し、祝福としてキンマの葉の束を差し出します。

その代わりに年配の人はお年玉をあげて、新年の最

初の金融取引を示します。

これで新年の重要な儀式が終わりますが、この後も

大体 1週間－ 2週間ぐらいの休みがありますので、家

族全員で遊んだり、しゃべったり、親戚の家で集まっ

てワイワイしたりします。これがスリランカのお正月

です。

スリランカの結婚式

一枚のサリーを器用に体に巻きつけ、腰回りにフリ

ルがくるように着付けています。これは、キャンディ

アン式と呼ばれるスリランカ独自の着付け方です。上

半身にはピタッとしたブラウスを身に着け、腰回りの

肌をちらりと見せるのがスリランカ流です。



ロータリーは機会の扉を開く

一方の花婿は、西洋風にスーツを着る場合もあれ

ば、写真にある通り伝統の「ニラメスタイル」を選ぶ

人もいます。この衣装は、スリランカ最後の王朝であ

る「キャンディ王国」の王様の衣装を真似て作られて

いるのそうです。

結婚式の日取りだけでなく、式が始まる時間もスリ

ランカでは占いで決まります。深夜 2時から支度を始

める花嫁もいるほどです。日本が隣国の中国と関わり

が深いように、スリランカにはインドとの深い繋がり

があります。古来からインドで発展した「インド占星

術」がベースとなり、「スリランカ占星術」は、人々

の生き方や行動にまで大きな影響を及ぼしているので

す。先ほどご紹介した新年の行事もすべて占い師に

よって決められます。なんでも、子供が生まれた時

に、占い師が作成するホロスコープには、生まれてか

ら死ぬまでの全ての運命が記されているのだとか。

結婚は、違う星のふたりが出会う重要な局面だと思

われます。だからこそ、ふたりの相性も結婚前に必ず

と言っていいほど占うのです。もし相性が悪かったと

きは…？って思うのですよね。実はどうしてもダメな

場合は、破談ということもありえます。そうならない

ように、結婚する時結婚何時からスタートしたほうが

いいと、ふたりの未来が少しでも良くなるように改善

策を占います。

スリランカの結婚式は、ハネムーンを挟んで 2度行

われます。最初は新婦側の縁者、 2度目は新郎側の縁

者が中心となります。なので最初の日から大体五日間

に渡って結婚式が行われます。

入場は鳴り響く太鼓のリズムにあわせて、キャン

ディアンダンサーたちが花婿を先導します。このダン

スは、キャンディ王朝時代に宮廷内で踊られていた伝

統舞踊です。

新郎新婦はporuwaという名のステージに立ちま

す。ここで約 1時間位色んな儀式があります。中でも

欠かせないのが、写真にある祝福の儀式。ふたりの小

指に白い糸を巻き付けて、一生幸せに暮らせますよう

にと、上から銀細工の水差しで聖水を注ぎます。新婦

の腰に新郎がホワイトの布を巻いて純潔の意を示すな

ど、様々な神聖な儀式を行います。それから指輪交換

を行い、さらにネックレスを新婦に渡します。最後に

2人でそれぞれの両親に葉っぱを渡し、 1人 1人に向

けて礼を込めてお祈りをします。スリランカでは、花

嫁は 1 度目の式の途中で、花婿から贈られた赤いサ

リーを羽織り、 2度目の結婚式にはその赤いサリーを

着て臨みます。

一度目の時はこのporuwaでする儀式が終わってか

ら、結婚式には役所から担当者が出向いてきて、婚姻

届のサインを確認してくれます。終れば、ケーキカッ

トやキャンドル点灯をします。その後は出席者と話し

たり写真を取ったりして食事が始まります。その後時

間が来たら新郎新婦が式場を出てハネムーンに行きま

す。その後 2日間後に 2度目の式が行います。これは

入場の時間と出る時間だけが決まっていて、その間は

特別に儀式がありません。

このようにスリランカの結婚式が大きく、盛大に 2

回も行われます。

皆さん、今日私が紹介したこの二つの物からなにか

共通点があると思いますが、皆さんお気づきました

か？それは行事のすべてに時間が決まっていて、その

時間は 1分の遅れもなく、こなされていきます。いつ

もは、まったりゆっくりと流れていく時間は守られな

いのが普通なのですが、正月、結婚式そして特別な行

事があるときだけは、きっちりと時間が守られます。

日本のように時間を守る事はマナーあるいは常識では

なく、その行事を時間通りにやらないと、その 1 年

は、あまりよくない年になるとか、幸せになれないと

かの意味で文化として守られているのです。


