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関口 和夫会長

皆さんこんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。
さて、六曜について調べてみました。暦注の一つで、先勝（せんし
ょう）、友引（ともびき）、先負（せんぶ）、仏滅（ぶつめつ）、大
安（たいあん）、赤口（しゃっこう）の6種の曜があります。六曜は、
1カ月を5等分して6日を一定の周期として、それぞれの星ごとに区別す
るための単位として使われました。六曜は中国で生まれたとされます
が、いつの時代から暦として確立したかは不明です。鎌倉時代の末期
から室町時代にかけて、伝来したとされます。名称や解釈・順番も、
少しずつ変わりました。19世紀初頭の文化年間に現在の形になりまし
た。幕末頃には、民間の暦にさかんに使われました。明治時代になる
と、吉凶付きの暦注は迷信であるとして政府は使用を禁止しました。
しかし、六曜と旧暦を、必要とする要望が強く、略本暦には付す形で
存続しました。太平洋戦争の後、政府による統制もなくなり占いなど
が多く使われるようになりました。
旧暦の毎月1日の六曜は固定されていて、閏月は前の月と同じになり
ます、1、7月先勝、2、8月友引、3、9月先負、4、10月仏滅、5、11
月大安、6、12月赤口となります。旧暦と新暦との相関関係が神秘的と
思われるようです。先勝は、「先んずれば即ち勝つ」の意味で、「午
前中は吉、午後2時より6時までは凶」と言われます。友引は「凶事に
友を引く」の意味で「朝は吉、昼は凶、夕は大吉。但し葬式を忌む」
とされます。先負は、「先んずれば即ち負ける」の意味で「午前中は
凶、午後は吉」とされます。仏滅は、「仏も滅するような大凶日」の
意味で、元は「空亡」「虚亡」と言われたものが、全てが虚しいと解
釈して「物滅」と呼ぶようになり、近年になって「仏滅」の字があて
られたようです。このことからも本来仏陀が入滅した日と解釈されろ
ことがありますが本来は無関係のようです。「何事も遠慮する日、病
めば長引く、仏事はよろしい」とされます。また、「物が一旦滅び、
新たに物事が始まる」とされ、「大安」よりも物事を始めるには良い
日との解釈もあります。大安は、「大いに安し」の意味で、六曜の内
で最も吉の日とされます。何事においても吉、成功しないことはない
日とされます。本来は、この日は何事も行うべきでないという説もあ
り、キリスト教やユダヤ教における安息日に相当するとも考えられま
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す。赤口は「万事に用いない悪日、但し法事、正午
だけは良い」されます。陰陽道の「赤舌日」という
凶日に由来していると言われます。
また、七曜とは、肉眼で見える惑星を五行に対応
させた火星・水星・木星・金星・土星と、太陽・月
をあわせた7つの天体から由来しています。現在の
週は七曜がもとになっています。
現在カレンダーのデジタル化や、スマートフォンの
普及により、六曜を知らない若者が増えています。
その由来や歴史を知ることにより、正しい解釈をす
ることが必要です。皆さんも、お考えいただければ
と思います。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

幹
藤村

事
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次年度親睦活動委員会（代理）久保田勲会長エレクト

次年度の幹事と親睦活
動委員長が不在のため私
の方から次年度の納涼例
会のご案内をさせていただ
きます。今年度は第３週が
夜間例会でしたが、次年度
からはまた月の最終週が夜間例会になります。その中で
７月末の夜間例会は移動例会となっていて「屋形船」を
企画しました。上尾駅からバスに乗って都内船乗場に行
き、
また上尾に戻ってきます。ぜひ皆様のご参加をお願
いいたします。

結 婚・誕 生 祝 い

告

作幹事

◆関口会長のお母様が6月
7日にご逝去され、12日通
夜、13日告別式が行われ
ました。家族葬ということで
皆さんにはご連絡をしない
ようにということでした。ク
ラブからはお花と香典を送らせていただいております。
◆来週最終例会にあたりまして実はスマイルがかなり
達成できていません。会員数に対して目標額が変わって
いないので、今年も苦しい数字になっています。次週、皆
さんぜひたくさんのスマイルをお願いいたします。
◆そろそろ会計の締めになりますので、
もし事業費を立
て替えていて事務局に届けていない方は届出をお願い
いたします。
◆今年度のＩＭの収支報告書がきています。収入
1,724,000円、支出1,621,926円で、102,074円が次
年度に繰り越しとなっています。
以上になります。ありがとうございました。

お誕生日

おめでとうございます！

小林 邦彦会員
皆さんこんにちは。誕生祝い、ありがとうございます。
69歳になりました。いよいよ来年はさらに大台になりま
すので、今年１年、少しでも、特に体力面で若々しく過ご
せたらいいなと思います。
これからもよろしくお願いいた
します。
結婚記念日

おめでとうございます！

関口 和夫会員
お花をありがとうございます。先ほど藤村幹事からお
話ししていただきましたように、私の母が6月7日に藤村
病院で亡くなりました。95歳ということで天寿を全うし
て、皆様からご配慮いただくのも申し訳ないので、クラブ
の皆様や税理士会にご連絡はさしあげずに家族葬で見
送らせていただきました。クラブからはお花と香典をい
ただきたいへんありがとうございました。
結婚記念日祝いでこのお話しをするのはバランスが
悪いのですが、ちょっと意味があります。結婚記念日は6
月6日ですが、20年前の6月5日に家内の母が亡くなり、

委員長報告
親睦活動委員会 宇多村海児委員長

いよいよ来週が関口年
度の最終例会になります。
先日のお知らせの中で、
１
点訂正があります。最終例
会の会場は東武バンケット
ホールの「フローラ」になり
ます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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の位牌を持参して、日の出に位牌を向けて一緒に拝ん
でいたら位牌が温かく感じられました。その時に「がん
ばらなければいけないな」
と強く思いました。
2002年度は日本青年会議所のＪＣＩ関係特別委員
会に出向しました。埼玉中央青年会議が日本青年会議
所に初めて常任理事を輩出することになり、私の所属委
員会は東入間青年会議所から委員長が出向していたグ
ローバルネットワーク委員会に所属を致しました。
この
例会主題〜会員卓話
委員会は世界規模の委員会で、
４地区のエリア会議の
青年会議所時代の活動について
設営を行うため、4月上旬からエリアＡ会議（南北アメリ
深澤 圭司会員
カ圏）の設営でドミニカ共和国に行ってきました。
ドミニ
カはゆったりとしたお国柄でホテルの予約をしたつもり
今日は私のＪＣ時代の活
が予約されておらず、
３時間ほど待ってアメリカの方と
動についてお話ししたいと
一緒の部屋になりました。混乱はこの時だけで、あとは
思います。私は2000年にＪ
スムーズに会議が行われました。
ウエルカムナイトでは
Ｃに入会しました。当時、大
ドミニカの女性と一緒に飲んで踊ってフラフラになりま
宮中央ＲＣの阿由葉パスト
した。
４月中旬にはエリアＣ会議（アフリカ圏）で、チュニ
会長から
「君も青年会議所
ジアに行っていました。現地では会場の設営と、会頭の
に入った方がいいぞ」
と言われ、齋藤博重さんと千佳勢
アテンドを行いました。
この会議は４泊６日で観光もし
の石田さんが阿由葉さんのところに来て「ＪＣに入ると
すぐに結婚できるよ」
という言葉を信じて入会しました。 てきました。次に5月上旬、我々の住むアジア圏のエリア
こちらは仙台ブロッ
入会しようとした頃、母親ががんで入退院を繰り返し Ｂ会議の設営で仙台に行きました。
ていましたが、亡くなってしまったのでＪＣに入会する意 クの方が設営してくださったので出向メンバーは特にや
ることがなく、ロムのメンバーと合流しました。次のエリ
欲もなくし次の年度から活動する旨を齋藤さんに申し
アＤ会議（ヨーロッパ圏）はトルコのイスタンブールで行
出て快く了承いただきました。
われ、治安が悪く、日本のメンバー２人がスリにあいまし
翌年の2001年に齋藤さんと門崎さんと私で、宮原の
た。私は出向してから防衛本能が身につき難を逃れまし
焼肉屋で住民運動の話をしました。当時、上尾商工会
た。
４エリア会議を制覇したのは埼玉中央青年会議所
議所の会頭は富永さんで、
よく会頭のもとに集まりまし
ラスベガスの世界会議の会場であり
た。そして齋藤さんから京都会議に行った方がいいよと では私が初めてで、
ますＭＧＭグランドホテルで表彰されました。登壇して
勧められ、ホテルの予約もとらずに京都会議に行きまし
ＪＣＩの会頭と一緒に写真もとりましたが、あいにく私の
た。京都会議と言うのは年１回、日本の会頭がＪＣにつ
いての指針を各地青年会議所に発信するために全国の 名前は間違えられていました。
2003年度はロム支援特別会議ということで埼玉ブロ
ＪＣ会員が集う行事です。ホテルをとらずに京都に行っ
ブロ長は平方の社労士の石倉さん
たので門崎さんが一緒の部屋に泊めてくれることになり ックに出向しました。
でした。
この会議は特に事業はなく、各ロムの会員大会
、先にベッドに就いた私は部屋の鍵を閉めてしまい、門
をどうするか協議調整を行う会議で一年が終わりまし
崎さんが部屋に入れなくなってしまい、翌朝怒られまし
た。
この場を借りて門崎さんにお詫びしたいと思います。 た。
2004年度は入会4年で理事資格を得て、上尾のまち
2001年度はアカデミー特別塾というＪＣの登竜門に
づくり委員長をやりたいと申し出て、一年間がんばりま
入会しました。副委員長は大木製菓さんが副塾長でし
した。魅力あるまちづくり委員会は１年間で７事業を行
た。
ＪＣの入りたてのメンバーが集って事業を企画する
う非常に忙しい委員会でした。内容は、
「魅力ある人材
のですが、我々の企画は富士登山をしてご来光を拝む
の発掘」
「伊奈町のバラの醸成運動」
「上尾市の醸成運
という内容でした。五合目までは古賀さんの飛鳥エンタ
動」
「わんぱく相撲」
「あげお産業祭」等でした。上尾市の
ープライゼスさんに連れていってもらい、私は斉藤高士
醸成運動の手法に悩んでいたところ、齋藤会員のお力
さんと一緒に山頂を目指しました。私は母が生前に「一
添えで「ちびっこ神輿」をやることになりました。伊奈町
度ご来光を見てみたい」
と言っていたのを思いだし、母

それでうちの母が6月7日に亡くなったので、結婚記念日
をはさんで両方の母親の命日になり、結婚記念日も命日
も忘れることのない、偶然になっています。
ロータリークラブの花束のおかげで結婚記念日を忘
れることはなく、
これからも花束贈呈を続けていただけ
ればと思います。ありがとうございました。

も醸成運動で、バラが有名なのでバラの事業をしてほし
いということで、小学生を対象にバラの絵画展を開催し
ました。伊奈学の生徒さんの協力でバラ祭り会場で絵
画展を行い、一般の方から好評をいただきました。
また
メインの事業として、わんぱく相撲を上尾で実施してほ
しいということで、校長会議、市Ｐ連、教育委員会などに
主旨を伝えて回り、生徒さんの参加を募りました。無事
に開催に至り、私が携わる前年度は７０名弱だった参
加者が、私が委員長の時には１４８名の参加になり、そ
の時は入会間もない宇多村会員にも手伝っていただき
、上尾の生徒が勝ち進み、国技館の大会にまで行きまし
た。魅力あるまちづくり委員会で３つのメイン事業を行
いましたが、最後にあげお産業祭では、体育館横の公園
でフリーマーケットと大声のど自慢を行いました。
これ
は子供に着いてくる親御さんに、上尾の醸成運動に関
わっていただきたいというのが目的でした。私が作った
委員会が今はげんきネットワークというボランティア団
体になり、青年会議所のＯＢ、商工会議所青年部の現
役及びＯＢ、一般の方を巻きこみ結成１０年になりまし
た。
この団体はまた産業祭でブース出展して、相撲の模
様をパネル展示して、いっそうのわんぱく相撲を活性化
させていきたいと思います。
2005年度は情報潤滑推進委員会に参加しました。
委理事長予定者は門崎理事長だったのですが、予定者
会議の１日前に委員長をお願いされ、
ブロックの委員長
を仰せつかりました。
ここは埼玉ブロックで各ロムにホ
ームページを作って情報を発信する委員会でした。ホー

ムページを作るのは難しかったので、その時、テレビ埼
玉の担当の方に相談して、
３００万円くらい費用がかか
るといわれましたが、テロップと勘違いされて５０万円で
できると言われ埼玉ブロック協議会では、初のテレビに
よる情報発信事業が始まりました。当時のブロック長が
テレビの出演を気に入り、計７回テレビに出演しました。
そのうち門崎理事長が４回くらい出演して、
ＪＣの魅力
について語っていただきました。
2006年度は日本青年会議所の国境なき奉仕委員会
に出向しました。
この委員会はＪＣのない地域に井戸を
作るなど奉仕活動を展開するものです。私の小委員会
は国連担当でしたので、アナン事務総長を訪ねにニュ
ーヨークに行き、国連の組織について、日本のこれから
の役割などを話し、大変貴重な体験をしました。
以上、私が７年間所属した埼玉青年会議所について
語らせていただきました。
ご静聴いただきありがとうご
ざいました。

深澤会員、卓話ありがとうございました！

スマイル
関口会長
結婚祝いありがとうございます。卓話ありがとうございます。
小林会員
誕生祝いありがとうございます。深澤さん、卓話ありがとうございます。
齋藤博重会員 関口会長、須田さん、財団寄付をありがとうございます。100%達成です。
久保田副会長／藤村幹事／武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／富永会員／
齋藤重美会員／井上会員／村岡会員／尾花会員／大木会員／細野会員／
大塚崇行会員／島村会員／深澤会員／宇多村会員／長沼会員／門崎会員／
坂本会員／春日会員／芳賀会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
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