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2022-23年度
湯澤 勇生
名古屋瑞穂ロータリークラブ
国際ロータリーのテーマ
北岡 寿人
会長のテーマ
大きな夢をかなえた
毎週木曜日 PM12：30〜
「かけがえのない時間を取り戻そう！」
ロータリーを想像して
ヒルトン名古屋
〜ウィズコロナ・ポストコロナ時代に向けて〜 （IMAGINE ROTARY）

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

2022年7月14日
（木） 曇 第2回例会

7/8地区クラブ戦略委員会の集まりに梅村会長と出席してきました。
稲葉
久しぶりにロータリーの勉強をしました。

徹さん

・ 千秋さん本日卓話ありがとうございます。大嶽さん、実さん。近藤さん、この前は

司
会 ： 新見光治 会場副委員長
斉
唱 ：「我らの生業」
ゲ ス ト ： 米山奨学生 周軒さん

ありがとうございました。

櫛田 篤弘さん

優勝おめでとうございました！

湯澤 信雄さん

千秋さん卓話楽しみにしております。

鈴木 淑久さん

・ ゴルフ納会and例会に参加の皆さんお疲れ様でした。松波先生切り取り戦

会長挨拶

梅村昌孝会長

先週金曜日に衝撃的なニュースがありました。安倍
元首相が襲撃されお亡くなりになりました。謹んでお
悔やみ申し上げます。台北延平RCからもお悔やみの
メールが届いております。後ほどご紹介させていただ
きます。
また、新型コロナウィルスの感染が急激に拡
大していますが、皆様体調いかがでしょうか。体調管
理には十分お気をつけください。
来週7月18日月曜日
「海の日」
は、
インターアクトク
ラブの年次総会が名古屋国際会議場で開催されま
す。
「Take one step」
をテーマに我々瑞穂RCが支援しています、瑞陵高校
IACをホストに開催されます。我々は全面的にこの年次大会をサポート致
します。堀実行委員長をはじめとして実行委員の方々が着々と準備を進めて
おられます。皆様のご協力を得まして是非大成功を収めたいと思いますので
ご協力をお願いします。
当日は2760地区の全IAC参加の元に、
プログラム
は１年間の地域での奉仕活動や、国際交流の成果を発表いただく予定です。
我々のIACを支援する目的の一つに、建設的な指導力を養成して、
自己の
完成を図るというのが第１段目にございます。IACのみなさんには是非世に
出てリーダーとなって指導力を発揮して、世の中で活躍される方になって欲
しいと願っています。以上、挨拶を終わります。

奨学金授与

・ 本日の千秋会長エレクトの卓話楽しみにしています。

米山奨学生 周 軒さん

・ 松波先生、関谷さんゴルフ部会優勝おめでとうございます。 大嶽 達郎さん
森
裕之さん
・ 松波先生、優勝誠におめでとうございます。
・ 先日はゴルフ部会の納会に多数の参加ありがとうございました。
・ ゴルフ例会岩田さん堀さん田中さん有難うございました。堀さんからアイアン

のダフる原因を教えられ大変参考になりました。
シャンクの原因もこれだった
宮﨑 信次さん
んですね！

・ ゴルフ例会、総会お疲れ様でした。
・ ゴルフ例会、総会お疲れ様でした。

長野 義明さん

内田新会長、長期会長でお願いします。

今川 知也さん

頂きました。
ありがとうございました。

中嶋

・ 火曜日にゴルフ部会初参加させて頂きました。大変楽しくラウンドさせて

修さん

・ みなさんこんにちは。夏は長いですから体調にはご自愛ください。 内藤 晶文さん
・ 今期より入会させて頂きました。福岡です。よろしくお願い致します。 福岡 逸人さん
・ 今月からお世話になります。
よろしくお願いします。
横山 請悟さん
・ 今年度から入会させて頂きました。皆様よろしくお願い致します。 山﨑真一郎さん

幹事報告

湯澤勇生幹事

・ 7月14日(木)第1回理事会・CA13：40〜4F「桜の間」
・ 7月18日
（月・祝）IAC年次大会10：30受付開始
当日各担当者はお願いします。
・ 7月21日(木)第1回クラブフォーラム
（予算・決算）5F「銀扇の間」
・ 7月28日(木) 第2回クラブフォーラム
（委員会報告）4F「竹の間」
・ 会員名簿の配布7/14(木)メールボックス配布
※最終ページに昨年度同様ナンバリングされていますのでお取り扱い
にはご注意ください。
・ 台北延平RCの呉忠國会長より安倍元首相がお亡くなりになったことで
メッセージをいただきました。
「安倍元首相の突然の悲報に台湾の我々
は驚きを禁じ得ません。謹んでお悔やみ申し上げます。心より哀悼の意を
捧げます。」

委員会・同好会報告
出席報告

広瀬弘幸出席委員

会員69名 出席50名 （出席計算人数53名）

ニコボックス

広瀬弘幸ニコボックス委員

・ 一昨日の瑞穂RCゴルフ部会で取り切り戦で優勝させていただきました。
野﨑さんオールド渡辺さんにはお世話になりました。

愛知カンツリー倶楽部にて第427回ゴルフ部会が開催されました。

氏名

出席率 83.3％

松波

恒彦さん

開催日:7月14日(火)

ゴルフ部会7月度（427回）
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2021-2022年度 取り切り戦

優勝者：松波恒彦さん

関谷 俊征さん
・ 妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。
・ 8月度、9月度のゴルフ例会のご案内を差し上げておりますので、
日にち等ご
・ ゴルフ部会のコンペ・総会お疲れ様でした。今川プロと一緒のラウンドで
確認していただいて間違いがないよう、参加のご返信をお願いいたします。
指導いただきしっかり改善しました。約束通りレッスン料をニコボックスに
4RCの親睦ゴルフコンペのホストクラブになります。
日程は10月21
本多 誠之さん ・ 今年度、
入れました。

・ お世話になります。
・ 先週休みました。梅村会長、湯澤勇生幹事 年度を祝して。

梅村 昌孝さん

亀井 直人さん

日、三好カントリークラブ西東コースを予定しております。今回連覇がかかっ
ておりますが、
ホストクラブということで皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。

卓話
熱田神宮蓬莱信仰

千秋季賴 会長エレクト

皆さんこんにちは。熱田神宮の御門が楼門だったことをご存知の
方、
おられますか？
海蔵(かいぞう)門（海上(かいじょう)門）- 南門
春敲(しゅんこう)門（春叩門）- 東門
鎮(ちん)皇(こう)門 - 西門
清(せい)雪(せつ)門 - 北門
です。
いずれも楼門で、現存し
ているのは清雪門のみ、
あと
の御門は戦災で焼失しまし
た。
このうちの春敲門には小
野道風筆と伝えられる立派
な扁額がかかっており、
その
額はいま、宝物館に納められ
ています。
（県の重要文化財）
この門にどうして春敲門とい
う名前がついたか？
その由来が古い書物に記
されています。
「唐の玄宗が
日本を攻め取ろうとしたので、
熱田大明神が美女になって、玄宗の心を迷わせてしまった。
その証
拠には、熱田の杜に春敲門という門がある。玄宗の使者が、姿を消
した美女を求めて、春のころ、
この門を叩いたから、
この名がつけら
れたのである」
ここにいう美女は言うまでもなく楊貴妃を指していま
す。
「小野小町か楊貴妃か」
と言われるように、
日本一の美女が小野
小町なら、
中国での美女ナンバーワンとしてうたわれる楊貴妃が、熱
田神宮東門の説明に登場してくるのであります。
しかもこの話はそう
新しい伝承ではありません。
この内容を引用した本は4、500年前の室町時代の内容を含んで
います。
また、始めて熱田大明神が楊貴妃であると書いたものはさら
に古く、正和二年（1313）
の溪嵐（けいらん）拾葉（しゅうよう）
だと
言われていますから、700年以上も前の昔から伝わってきた話であ
ります。唐六代の玄宗皇帝は隆々たる国力を示し、
アジアの大半を
支配下におさめ、愈々(いよいよ)日本を征服しようと企てた。
まとも
に戦ったのではとても勝負にならない。
その気配を察知した日本の
神々が八百万の神々を招集して会議を開き、対策を練られた。
そこ
は神々の会議だから、今の国会のようにややこしくはない。天下の一
大事を救ってくださるのは、熱田大明神以外に外ないと衆議一決、
熱田の大神はこの一大事の解決を任されたのです。
その作戦が面白い。神様のことだから、如何なる大軍でも、大艦
隊でも自由に作れそうに思いますが、熱田の大神様はそんな殺風景
な作戦はお取りにならなかった。
その作戦は、絶世の美女楊貴妃に
化身するという、
いとも優雅な作戦でありました。
ひょっとすると美
妃（びひ）三千を擁して野(や)に下がっていた玄宗の鼻の下の長さ
を察知して、敵の最大の弱点をつく、上手い作戦だったのかもしれ
ない。楊貴妃として玄宗の後宮として迎え入れられた熱田の大神は、
比類のない美しさで、
たちまち玄宗皇帝の心を独占してしまったよ
うです。
それまでは政務に励んでいた玄宗も、楊貴妃の機嫌を取るのに
一生懸命になったので、政治に身が入らなくなったのは当然だった
かもしれません。家臣たちがやきもきするのも構わず、朝夕、
楊貴妃
と歓楽に浸り、唐は次第に乱れて來る。
ついに玄宗の心からは、
日本
征服の野望など何処へやら。
おさまらないのは国内であります。政治
の乱れと重臣たちの不平不満に乗じて、安禄山
（あんろくざん）
の乱
が勃発する。玄宗は楊貴妃と一緒に逃げ惑うが、
とうとう最愛の楊
貴妃を馬嵬ヶ原（ばかいがはら）
で失ってしまった。
その後、
やっと難
を逃れた玄宗は再び都へ帰ったようですが、楊貴妃への思いが玄

宗の心をとらえて離れない。思い余った玄宗は仙術(せんじゅつ)に
優れた方士を召して、楊貴妃をあの世から連れ戻すよう命じたので
す。方士は苦心の末、楊貴妃が東方の遥かな海上にある蓬莱という
島にいることを知り、
やっとの思いでたどり着きました。
そこは、不老
不死の仙人が住む楽園でした。
そこで方士はほとほとと門を叩いて
案内を乞い、楊貴妃に会って、玄宗の今の心情を伝えたのです。
すで
に絶妙の作戦で玄宗を骨抜きにし、
日本攻略の野望をくじき、
目的
を達した熱田の大明神こと、楊貴妃は玄宗との思い出を秘めた金の
かんざしを奉仕に与え、方士を玄宗の許（もと）
へ帰したのです。
この時、方士が叩いた門が、春敲門であり、探し求めてたどりつい
た、不老不死の楽園、美しい蓬莱の宮こそが、熱田の宮に他ならな
いのです。
この伝承が全国にまで広がっていったようです。境内に楊
貴妃の墓がある
（五輪の塔）享禄の古絵図に見えるでは、
なぜ熱田
の大神が美女に化けなければならなかったのか？ほかの神様では
いけなかったのか？強力な軍勢でなく、美女に化けたのはなぜか？
その謎を解くカギは、一言でいえば、熱田の大神への信仰に他なら
ないのであります。
第一のカギは、熱田即蓬莱の信仰であります。実は、楊貴妃伝承
が生まれる前に、熱田は蓬莱である、
という信仰があったのです。云
うまでもなく、蓬莱は人間が願ってやまない、不老不死の楽園を意
味しています。
その蓬莱が熱田ということは、昔の人が熱田の大神の
お力をいただく場所こそが、
この世の楽園だったと信じていたことを
示しているのだと思います。
だからこそ、方士は楊貴妃が帰ったのは
熱田に違いない、
と考えたのでしょう。
熱田 別名「蓬が島」
名古屋城は
「蓬左城」 蓬が島の左にある城と言われている
第二のカギは、
日本の守護神として、熱田の大神に寄せられる信
仰であります。
この伝承は日本の危機を発端としています。古くから
国家鎮護の神として仰がれてきたのが、熱田の大神であります。国
家鎮護の祭神輿渡御神事で、今も毎年五月五日に行われています。
第三のカギは、
日本武尊(やまとたけるのみこと)の信仰でありま
す。
この伝承の中心は、大神が美女に化けて使命を果たした、
という
ところにあります。
日本武尊は熱田神宮にお祀りされる神様のお一
人であります。
その神様が、幼少のころ、女装して、
日本一の強者と自
負していた熊襲（くまそ）
の首領を倒したのが、他ならぬ日本武尊、
その人だったのです。
その尊のお姿が、蓬莱の信仰、国家の守護神
としての信仰と相まって、
いつしか楊貴妃の伝承としてまとめられた
のだと思います。以上、熱田神宮に伝わる蓬莱伝説、国家鎮護の信
仰、
日本武尊の信仰を紹介させて頂きました。貴重なお時間を頂戴
し、
ありがとうございました。

例会のご案内
■今週行事

7月21日
（木）第1回ＣＦ
内
容：決算・予算・（委員会方針）

■次週行事

7月28日
（木）第2回ＣＦ
内
容：委員会方針

■次々週行事

8月4日
（木）親睦例会

➡ 延期

