
 
 

 

 

 

 

漆島典和会員の曲水の宴や神事に関するお話でした。（卓話より） 

周年記念式典が松橋ホワイトパレスにて執り行われま

した。ご参加なさった会員の皆様には深く感謝申し上

げます。また式典時には当クラブより、寿崎パストガ

バナーが感謝状を授与されました事を、皆様にご報告

いたします。 

 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

特にございません。 

 

 

出席報告（永井富士雄君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

６０名 ３５名 66.04％   ８６．７９％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 3名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

皆様、こんにちは。本日は新会員のご紹介から始

めます。SMBC 日興證券株式会社 熊本支店 支店長 

水野東洋会員です。当クラブを代表して、水野会員

のご入会を心より歓迎申し上げます。また皆様よろ

しくお願いいたします。さて 5月 19 日（月）、ここ

日航ホテルに於きまして、第 4 回目のクラブ協議会

を開催いたしました。その場に於きましては、クラ

ブ協議会の今後の方向性について、より良く活動し

て行く為に意見交換がなされました。今後、熊本南

ロータリークラブは伝統を踏まえた上で、より良い

変化を遂げて行くと考えます。田川次期会長は決断

力と実行力に富んだ方なので、当クラブの未来を託

すに相応しい方だと私は思っております。そして

我々が一致団結する事により、次々期の野田ガバナ

ー年度に於きましても、熊本南ロータリークラブの

新たな伝統が築かれて行くものと考えております。

皆様、御協力の程、よろしくお願いいたします。さ

て 5 月 24 日（日）に、宇城ロータリークラブ創立 10  

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会員卓話 堀川貴史君 

        

 

              

  

        

  
 

６/１－４ RI 国際大会＠シドニー 

６/２ 年祝い＠代継宮・新茶家 

６/８ 会員増強セミナー＠グランメッセ 

６/９ 職場訪問＠北熊本駐屯地 

６/２８－２９ 第 29回地区 RAC 研修会 

        ＠別府 亀の井ホテル 

 

 

 

第 36 回例会記録（通算第 2604 回）  

平成 26（2014）年５月２６日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

松下勝司様（熊本江南ＲＣ） 
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例会変更のお知らせ 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２日（月）１８：３０～ 

 

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ６月３日（火）１２：３０～ 

[変更後] ６月３日（火）１８：３０～ 

[場  所] 未定 

 

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ６月９日（月）１８：３０～ 

[場  所] 日本料理「おく村」 

 

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] ６月１０日（火）１２：３０～ 

[変更後] ６月１０日（火）６：３０～ 

[場  所] 県総合運動公園 

 

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ６月１１日（水）１８：３０～ 

[場  所] マリーグレイス 

 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ６月１８日（水）１２：３０～ 

[変更後] ６月２１日（土）１８：００～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ６月１８日（水）１２：３０～ 

[変更後] ６月１８日（水）１８：３０～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

 

○りんどうＲＣ～夜例会のため時間変更 

[変更前] ６月１９日（木）１３：００～ 

[変更後] ６月１９日（木）１９：００～ 

 

○西ＲＣ～親睦会のため日程変更 

[変更前] ６月２４日（火）１２：３０～ 

[変更後] ６月１９日（木）１８：３０～ 

[場  所] ニュースカイホテル 

 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２４日（火）１２：３０～ 

 

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２５日（水）１８：３０～ 

 

 

○平成ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ６月２５日（水）１２：３０～ 

[変更後] ６月２５日（水）１９：００～ 

[場  所] ニュースカイホテル 

 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２６日（木）１９：００～ 

 

○北ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ６月２６日（木）１２：３０～ 

[変更後] ６月２６日（木）１８：３０～ 

[場  所] 新茶家 

 

 

◆新入会員自己紹介 1回目（水野東洋君） 

  

 

 

 

 

 

 

氏名：水野東洋君 

生年月日：昭和42年5月2日 

勤務先：SMBC 日興証券(株)熊本支店 

趣味：スポーツ・散策 

推薦者：久峨章義君・野口泰則君 

  

 

委員会報告 

●プログラム委員会（渡邉秀章君） 

  本日（5/26）の卓話は卓話者 小野泰輔副知事の都合に

より、急きょ次回予定の漆島典和会員へ変更となりました。

それに伴い6月2日の卓話予定が変更となりますのでお知

らせいたします。 

  6/2  会員卓話  堀川貴史君 

 6/9 外部卓話  穐山ジョニー様（本渡RC） 

6/16 外部卓話 吉田圭秀様（自衛隊西部方面隊） 

6/23 常任委員長退任挨拶 

6/30 会長・監事退任挨拶 

 

 

◆次年度幹事報告（喜讀宣友君） 

5/19クラブ協議会にご参加いただきました皆様、あり

がとうございました。次年度各委員長より活動計画書

をご提出いただきましたが、変更等ございましたら5

月末までにお願いいたします。また、各委員会の委員
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につきましては、こちらで割振りをさせていただきま

す。 

 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○松下勝司様（熊本江南 RC） 

  出席が一番厳しいと思われる熊本江南 RC から来ました、

松下勝司です。よろしくお願いします。仕事は司法書士と

不動産業をしています。 

 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君 

  熊本江南 RC 松下勝司様のご来訪を心より歓迎いたしま

す。 

 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・久峨章義君 

  藤見泰之君 

  本日入会されました、SMBC 日興証券熊本支店長 水野

東洋様の入会を心より歓迎いたします。奉仕と親睦で友

情を深めましょう。 

 

○漆島典和君 

  当クラブへの来訪者 熊本江南RCの松下様を歓迎いたし

ます。また、水野東洋さんの入会を歓迎しスマイルいたし

ます。 

 

○野口泰則君 

  本日の卓話者 漆島典和会員にスマイルします。曲水の

宴や年祝いなど、神々の行事や作法・教えなど、楽しみに

しています。 

 

○渡邉秀章君 

  本日の漆島さんの卓話、よろしくお願いします。小野泰輔

副知事のご都合により、昨日急きょ1週間の繰り上げをお

願いしたところ、快く引き受けていただきました。大変助か

りました。本当にありがとうございます。 

 

○坂本研一・井上雅文君・古財良一君・三角雄介君 

  漆島会員の本日の卓話、楽しみにしています。多分、ちょ

っとひっかけたほうが流れるような言葉とダジャレが飛び出

してくることだと思います。今日の卓話で来年の（曲水の

宴）入場者がまた増えることと思います。 

 

 

○松本嘉七君 

  本日は早退します。お詫びのスマイルです。 

 

 

 

●会員卓話（渡邉秀章君） 

  「曲水の宴」 漆島典和君 

   

 

  

 

 

 

 

  曲水の宴とは 

中国において、古い時代から上巳に水辺で禊を行う風

習があり、それが3月3日に禊とともに盃を水に流して宴を

行うようになったとされる。 中国古代、周公の時代に始ま

ったとも秦の昭襄王の時代に始まったとも伝えられている。

永和 9 年（353 年）3 月 3 日、書聖と称された王羲之が曲

水の宴を催したが、その際に詠じられた漢詩集の序文草

稿が王羲之の書『蘭亭序』である。日本では顕宗天皇元

年（485 年）3 月に宮廷の儀式として行われたのが初見

（『日本書紀』）。ただしこの記事から曲水の宴に関する記

録は文武天皇 5 年（701 年）まで途絶え、その間も行われ

ていたかは不明。顕宗天皇の時代ならば曲水は中国では

盛んに行われていて、日本にその風習が伝わっていても

不自然ではない。しかし、中国では魏（220 年-265 年）以

降「3日を用いて上巳を用いず」としており、顕宗天皇紀が

依然として上巳を用いており、公式の記録も奈良時代まで

飛んでいるため、或いは顕宗天皇紀の記事は編者による

挿入かとも疑われる。文武天皇以降史上に散見するように

なり、奈良時代にはこれらの行事は 3 月 3 日が常例となり、

奈良時代後半には盛んになった。主に宮廷の催しごと（主

催者は天皇）として行われたが、『万葉集』には中納言大

伴家持が自第で催した曲水宴を詠んだ「漢人（からひと）

も筏（いかだ）浮かべて遊ぶてふ今日そ我が背子（せこ）

花縵（はなかづら）せな」の歌が載せられ、詞書から天平

勝宝 2年（750年）3月 3日のものと分かるので、その頃ま

でには私的な遊びとして催されていたことも分かる。平城

天皇の代に一時廃されたが、嵯峨天皇がこれを再開し、

平安時代には宮廷や貴族の邸宅などでも行われるように

なった。 摂関時代には内裏の公式行事として催されたが、

『御堂関白記』には寛弘 4年（1007年）藤原道長が主催し

たとする記事があり、『中右記』には寛治 5 年（1091 年）藤

原師通が主催したとする記事がある。『天満宮安楽寺草

創日記』によると、大宰府でも天徳 2 年（958 年）3 月 3 日

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B7%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%883%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%A8%E5%85%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E8%A5%84%E7%8E%8B_(%E7%A7%A6)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%92%8C_(%E6%9D%B1%E6%99%8B)
http://ja.wikipedia.org/wiki/353%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AF%94%E5%96%A9%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%A5%9E%E6%A7%98%E3%80%8D%E3%80%8C%E7%A5%9E%E3%80%8D%E4%B8%80%E8%A6%A7&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E7%BE%B2%E4%B9%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E8%A9%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%AD%E4%BA%AD%E5%BA%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E5%AE%97%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/485%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9B%B8%E7%B4%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%AD%A6%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/701%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%8F_(%E4%B8%89%E5%9B%BD)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E8%91%89%E9%9B%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E7%B4%8D%E8%A8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E7%B4%8D%E8%A8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BC%B4%E5%AE%B6%E6%8C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%AD%8C
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A9%9E%E6%9B%B8&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%B9%B3%E5%8B%9D%E5%AE%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%B9%B3%E5%8B%9D%E5%AE%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/750%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%9F%8E%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%9F%8E%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B5%AF%E5%B3%A8%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E9%96%A2%E6%94%BF%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%A3%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%A0%82%E9%96%A2%E7%99%BD%E8%A8%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E5%BC%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/1007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E9%81%93%E9%95%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8F%B3%E8%A8%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1091%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%B8%AB%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%B8%AB%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AE%B0%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%BE%B3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/958%E5%B9%B4
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に大宰大弐、小野好古が始めたとされるが、中世以降は

断絶した。権勢を誇った藤原氏などは中国に倣って船を

浮かべたりしたともいう。 

以下、くまにち.コムより 

平安時代の宮中行事を再現した「曲水の宴」が 5 月 4

日、熊本市北区の代継宮（漆島孝夫宮司）であり、訪れた

約 500 人が、みやびやかなひとときを楽しんだ。曲水の宴

は、蛇行した小川のほとりに歌人が座り、流れてくる酒杯

が目の前を通り過ぎる前に和歌を詠む行事。代継宮は平

安時代の歌人紀貫之を祭っており、2010 年に鎮座 1050

年記念として曲水の庭を造園。宴を毎年再現している。氏

子の代表ら 7人の歌人は華やかな十二単［ひとえ］や衣冠

束帯姿で登場。「蛍」「柳」の 2 題でそれぞれ短冊に筆で

和歌をしたため、上流からゆっくりと流れてくる杯の酒を口

にした。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

6/9 外部卓話 穐山ジョニー様（本渡RC） 

6/16 外部卓話 吉田圭秀様（自衛隊西部方面隊） 

6/23 常任委員長退任挨拶 

6/30 会長・監事退任挨拶 

 

【RAC・IACの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：6月5日（木）20:00～ 

場所：西部ガス 

内容：一年間を振り返って 

 

日時：6月中旬（未定） 

場所：未定 

内容：お疲れ様会 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

日時：6月4日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：6月18日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AE%B0%E5%A4%A7%E5%BC%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E5%A5%BD%E5%8F%A4

