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本日　４月18日㈭ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　８　Ｒ　Ｃ　合　同　夜　間　例　会

次週　５月１日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2418回　例会報告／平成31年４月17日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週、例会を欠席してご
迷惑をおかけしました。
申しわけありません。
　今週に入って、テレビ
等の報道で、パリのノー

トルダム寺院が火災で、尖塔が倒れる映像が
流れました。非常に残念なことだと思います。
私も44年前にノートルダム寺院を訪れ、すご
くきれいな建物だったという記憶があります。
日本でも1950年、金閣寺が放火により焼失し
ています。当時の日本人の悲しみや憤りがど
んなものだったか。ノートルダム寺院の１日
も早い再建を願ってやみません。
　次回の通常例会は５月８日、令和になって
初めての例会です。昭和から平成に移った今
から30年前は、悲しみの中での改元でした。
バブルのピークを迎えた年だったと思います。
平成元年10月１日、高知ゴルフクラブ14番ホ
ールでホールインワンをしたということが、
私の思い出です。
　平成から令和への移るこの１ヵ月間に平成
を振り返ることができました。元号の改元は、
確実に時代の移り変わりの節目です。節目と
いうのは、次の成長への重要な要です。東Ｒ
Ｃにおきましても、この節目を生かして素晴
らしいクラブに、さらに発展するように願っ

ています。
　本日の卓話は、「御代替り、平成から新し
い御代へ」と題して、別役重具会員よりお話
を伺います。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇副会長より
　本日、得月樓において18時30分から来年度
のクラブ協議会を行います。役員、理事、委
員長の皆さん、出席をお願いします。
◇幹　事　報　告
・明日は８クラブ合同夜間例会、18時半から

新阪急ホテルです。24日の例会は振り替え
で休み。夜は、奉仕プロジェクト研究会を
行います。次回の通常例会は５月８日です。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
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４月17日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

「御代替り、
　　　平成から新しい御代へ」

◇会員スピーチ 別役　重具 会員

　平成31年４月30日をもって、天皇陛下が皇
太子殿下に天皇の御位をお譲りになられるこ
と、すなわち譲位です。我々の世界では、御
退位という言葉は使わずに「譲位」と言う言
葉を使います。これは、文化14（1817）年に
光格天皇が仁孝天皇に譲位されて以来、約
200年ぶりのことです。
　光格天皇は、前の桃園天皇が若くして亡く
なられた関係で、桃園天皇の忘れ形見の内親
王を皇后様としてお迎えする形で、４代遡っ
た東山天皇の系列から迎えられた天皇様です。
ただ、ご時世の中で幕府と多少のいきさつ等
もあり、御譲位をされることになります。御
譲位の後も長く上皇としておられて、仁孝天
皇とお二人で学問や和歌のことなど研究され
て、学習院の基をつくられた方でもあります。
仁孝天皇のお子様が孝明天皇、そのお子様が
明治天皇です。
　昭和から平成の御代替りと今回の御代替り
の大きな違いは、前回は喪の期間が１年間あ
ったということです。昭和天皇は１月７日に
崩御されましたので、いろんな諸行事は平成
元年には行われず、喪が明けた平成２年から
始まっています。ただ、皇位は１日たりとも
空白があってはなりませんので、昭和天皇が
崩御されたその日のうちに、天皇が皇位につ
かれる践祚（せんそ）の式は執り行われ、天
皇様の御位にかかわる「三種の神器」、印鑑
である「御璽（ぎょじ）」、国の印鑑である
「国璽（国璽）」の継承は滞りなく行われまし
た。
　即位礼、大嘗祭の期日が正式に定められる
と、天皇陛下は宮中の賢所でその旨を報告さ
れます。即位礼当日、天皇陛下は賢所で即位
の旨を御報告されます。皇位につかれた天皇
陛下は、黄櫓染御袍（こうろぜんのごほう）
の御束帯をお召しになられ、立纓（りゅうえ

い）の冠をつけられ、即位のお言葉を述べら
れます。その前には皇太子殿下をはじめ、百
官・百僚が並び、そのときの内閣総理大臣が
万歳を三唱し、国民挙げて陛下の御即位を奉
祝します。
　その年の秋には大嘗祭（だいじょうさい）
が行われます。毎年秋には、新穀を天照大神
はじめ神々にお供えし、感謝を捧げる新嘗祭
が行われますが、陛下が御即位後に初めて行
われる新嘗祭を大嘗祭と言って特別な扱いを
します。この大嘗祭をしなければ、本当の意
味での天皇様の御位が身に備わらないと伝え
られています。
　大嘗祭を迎えるために、まず、新穀をお供
えするための神聖な田である「斎田」が定め
られます。京都から東の方に「悠紀田（ゆき
でん）」、西に「主基田（すきでん）」を選定
します。悠紀、主基の両斎田の稲穂が稔ると、
天皇陛下が米を収穫する「斎田抜穂の儀」が
行われます。
　大嘗祭翌日から２日間にわたって大饗と言
う直会（なおらい）が行われます。即位礼及
び大嘗祭を終えられた天皇陛下は皇后陛下と
ともに、伊勢の神宮、神武天皇陵をはじめ近
縁の天皇様の御陵に参拝され、御大礼を無事
終えられたことを御報告されます。このとき
には、必ず剣璽（けんじ）を伴い、三種の神
器をそれぞれ奉じしてお参りします。
　御代替りの御即位に際しては、天皇陛下の
御座である高御座（たかみくら）と、皇后陛
下の御座である御帳台（みちょうだい）が用
いられます。この二つは普段、京都御所の紫
宸殿におかれていますが、京都御所から東京
の皇居に運ばれ、即位の儀式が執り行われる
ことになります。
　皆さんご承知のとおり、次の元号である
「令和」が国書から、しかも万葉集から選ば

れたということに、私は非常に感銘を受けて
います。万葉集の成立は760年ごろですが、
その歌の数は全20巻、4516首が集められ、大
伴家持が集大成をしたことになっています。
その中でも巻５は、文章が多く載っており、
それぞれ歌の初めに序文があるという非常に
珍しい巻です。その中の、中央から離れた九
州で、大伴旅人を中心とした歌壇の梅の花を
詠んだ32首の冒頭の序文に出てくる言葉から
２文字を選んだものです。天平２年正月の13
日に行った梅見の宴、まさに「初春令月気淑
風和」。初春、いい月（１月を褒め称えた言
葉）、そして、気（気候だけでなく、五行、
陰陽が整う）が非常に良い時季であり、風が

和らぎ、梅が咲きほこっている庭に出て、こ
こで歌を詠まずにどうするかと言った投げか
ける文章です。
　これを誰が作ったか、大伴旅人説、山上憶
良説、あるいは旅人の周辺の人と三つの説に
分かれますが、私は山上憶良だと断定したい
と思っています。山上憶良は非常に生活感に
溢れ、人事面に詳しく、詩情溢れる歌をたく
さん残した人です。万葉集は、古事記を受け
継ぐものだと思いますし、150年間の歌を集
大成していますが、その後の歌集は、150年
後の古今和歌集までありません。万葉集はあ
らゆる階層の人の歌を集めています。皆さん
も、ぜひ一度読んでみてください。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　別役さん、素晴らしい卓話あり
がとうございました。令和に向けて勉強させ
ていただきます。
 ● 松本隆之　別役さん、貴重な卓話ありがと
うございました。娘は楽しい中学校生活を
送っているようですが、問題の息子の出来が
あまり芳しくないので、先週よりパパ塾を開

４月17日

４月３日

総数
－4 53
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0

メイク
アップ HC出席率

66.04％

67.92％

出席率
85.71％

100％

7
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校しました。
 ● 福岡満喜子　パリのノートルダム大聖堂の
火災は大変残念です。10年前に訪れてバラ窓
のステンドグラスの美しさに息を呑んだのを
思い出しました。
 ● 寺村　勉　女房の誕生日プレゼントをあり
がとうございました。妻もいよいよ60歳。大
台に乗ります。これで２人ともスキーリフト
券はシニア割引です。がんばります。
 ● 久松啓一　誕生日祝い品ありがとうござい
ました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。　
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本日　４月18日㈭ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　８　Ｒ　Ｃ　合　同　夜　間　例　会

次週　５月１日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2418回　例会報告／平成31年４月17日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週、例会を欠席してご
迷惑をおかけしました。
申しわけありません。
　今週に入って、テレビ
等の報道で、パリのノー

トルダム寺院が火災で、尖塔が倒れる映像が
流れました。非常に残念なことだと思います。
私も44年前にノートルダム寺院を訪れ、すご
くきれいな建物だったという記憶があります。
日本でも1950年、金閣寺が放火により焼失し
ています。当時の日本人の悲しみや憤りがど
んなものだったか。ノートルダム寺院の１日
も早い再建を願ってやみません。
　次回の通常例会は５月８日、令和になって
初めての例会です。昭和から平成に移った今
から30年前は、悲しみの中での改元でした。
バブルのピークを迎えた年だったと思います。
平成元年10月１日、高知ゴルフクラブ14番ホ
ールでホールインワンをしたということが、
私の思い出です。
　平成から令和への移るこの１ヵ月間に平成
を振り返ることができました。元号の改元は、
確実に時代の移り変わりの節目です。節目と
いうのは、次の成長への重要な要です。東Ｒ
Ｃにおきましても、この節目を生かして素晴
らしいクラブに、さらに発展するように願っ

ています。
　本日の卓話は、「御代替り、平成から新し
い御代へ」と題して、別役重具会員よりお話
を伺います。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇副会長より
　本日、得月樓において18時30分から来年度
のクラブ協議会を行います。役員、理事、委
員長の皆さん、出席をお願いします。
◇幹　事　報　告
・明日は８クラブ合同夜間例会、18時半から

新阪急ホテルです。24日の例会は振り替え
で休み。夜は、奉仕プロジェクト研究会を
行います。次回の通常例会は５月８日です。
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４月17日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

「御代替り、
　　　平成から新しい御代へ」

◇会員スピーチ 別役　重具 会員

　平成31年４月30日をもって、天皇陛下が皇
太子殿下に天皇の御位をお譲りになられるこ
と、すなわち譲位です。我々の世界では、御
退位という言葉は使わずに「譲位」と言う言
葉を使います。これは、文化14（1817）年に
光格天皇が仁孝天皇に譲位されて以来、約
200年ぶりのことです。
　光格天皇は、前の桃園天皇が若くして亡く
なられた関係で、桃園天皇の忘れ形見の内親
王を皇后様としてお迎えする形で、４代遡っ
た東山天皇の系列から迎えられた天皇様です。
ただ、ご時世の中で幕府と多少のいきさつ等
もあり、御譲位をされることになります。御
譲位の後も長く上皇としておられて、仁孝天
皇とお二人で学問や和歌のことなど研究され
て、学習院の基をつくられた方でもあります。
仁孝天皇のお子様が孝明天皇、そのお子様が
明治天皇です。
　昭和から平成の御代替りと今回の御代替り
の大きな違いは、前回は喪の期間が１年間あ
ったということです。昭和天皇は１月７日に
崩御されましたので、いろんな諸行事は平成
元年には行われず、喪が明けた平成２年から
始まっています。ただ、皇位は１日たりとも
空白があってはなりませんので、昭和天皇が
崩御されたその日のうちに、天皇が皇位につ
かれる践祚（せんそ）の式は執り行われ、天
皇様の御位にかかわる「三種の神器」、印鑑
である「御璽（ぎょじ）」、国の印鑑である
「国璽（国璽）」の継承は滞りなく行われまし
た。
　即位礼、大嘗祭の期日が正式に定められる
と、天皇陛下は宮中の賢所でその旨を報告さ
れます。即位礼当日、天皇陛下は賢所で即位
の旨を御報告されます。皇位につかれた天皇
陛下は、黄櫓染御袍（こうろぜんのごほう）
の御束帯をお召しになられ、立纓（りゅうえ

い）の冠をつけられ、即位のお言葉を述べら
れます。その前には皇太子殿下をはじめ、百
官・百僚が並び、そのときの内閣総理大臣が
万歳を三唱し、国民挙げて陛下の御即位を奉
祝します。
　その年の秋には大嘗祭（だいじょうさい）
が行われます。毎年秋には、新穀を天照大神
はじめ神々にお供えし、感謝を捧げる新嘗祭
が行われますが、陛下が御即位後に初めて行
われる新嘗祭を大嘗祭と言って特別な扱いを
します。この大嘗祭をしなければ、本当の意
味での天皇様の御位が身に備わらないと伝え
られています。
　大嘗祭を迎えるために、まず、新穀をお供
えするための神聖な田である「斎田」が定め
られます。京都から東の方に「悠紀田（ゆき
でん）」、西に「主基田（すきでん）」を選定
します。悠紀、主基の両斎田の稲穂が稔ると、
天皇陛下が米を収穫する「斎田抜穂の儀」が
行われます。
　大嘗祭翌日から２日間にわたって大饗と言
う直会（なおらい）が行われます。即位礼及
び大嘗祭を終えられた天皇陛下は皇后陛下と
ともに、伊勢の神宮、神武天皇陵をはじめ近
縁の天皇様の御陵に参拝され、御大礼を無事
終えられたことを御報告されます。このとき
には、必ず剣璽（けんじ）を伴い、三種の神
器をそれぞれ奉じしてお参りします。
　御代替りの御即位に際しては、天皇陛下の
御座である高御座（たかみくら）と、皇后陛
下の御座である御帳台（みちょうだい）が用
いられます。この二つは普段、京都御所の紫
宸殿におかれていますが、京都御所から東京
の皇居に運ばれ、即位の儀式が執り行われる
ことになります。
　皆さんご承知のとおり、次の元号である
「令和」が国書から、しかも万葉集から選ば

れたということに、私は非常に感銘を受けて
います。万葉集の成立は760年ごろですが、
その歌の数は全20巻、4516首が集められ、大
伴家持が集大成をしたことになっています。
その中でも巻５は、文章が多く載っており、
それぞれ歌の初めに序文があるという非常に
珍しい巻です。その中の、中央から離れた九
州で、大伴旅人を中心とした歌壇の梅の花を
詠んだ32首の冒頭の序文に出てくる言葉から
２文字を選んだものです。天平２年正月の13
日に行った梅見の宴、まさに「初春令月気淑
風和」。初春、いい月（１月を褒め称えた言
葉）、そして、気（気候だけでなく、五行、
陰陽が整う）が非常に良い時季であり、風が

和らぎ、梅が咲きほこっている庭に出て、こ
こで歌を詠まずにどうするかと言った投げか
ける文章です。
　これを誰が作ったか、大伴旅人説、山上憶
良説、あるいは旅人の周辺の人と三つの説に
分かれますが、私は山上憶良だと断定したい
と思っています。山上憶良は非常に生活感に
溢れ、人事面に詳しく、詩情溢れる歌をたく
さん残した人です。万葉集は、古事記を受け
継ぐものだと思いますし、150年間の歌を集
大成していますが、その後の歌集は、150年
後の古今和歌集までありません。万葉集はあ
らゆる階層の人の歌を集めています。皆さん
も、ぜひ一度読んでみてください。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　別役さん、素晴らしい卓話あり
がとうございました。令和に向けて勉強させ
ていただきます。
 ● 松本隆之　別役さん、貴重な卓話ありがと
うございました。娘は楽しい中学校生活を
送っているようですが、問題の息子の出来が
あまり芳しくないので、先週よりパパ塾を開
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校しました。
 ● 福岡満喜子　パリのノートルダム大聖堂の
火災は大変残念です。10年前に訪れてバラ窓
のステンドグラスの美しさに息を呑んだのを
思い出しました。
 ● 寺村　勉　女房の誕生日プレゼントをあり
がとうございました。妻もいよいよ60歳。大
台に乗ります。これで２人ともスキーリフト
券はシニア割引です。がんばります。
 ● 久松啓一　誕生日祝い品ありがとうござい
ました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。　
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本日　４月18日㈭ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　８　Ｒ　Ｃ　合　同　夜　間　例　会

次週　５月１日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2418回　例会報告／平成31年４月17日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週、例会を欠席してご
迷惑をおかけしました。
申しわけありません。
　今週に入って、テレビ
等の報道で、パリのノー

トルダム寺院が火災で、尖塔が倒れる映像が
流れました。非常に残念なことだと思います。
私も44年前にノートルダム寺院を訪れ、すご
くきれいな建物だったという記憶があります。
日本でも1950年、金閣寺が放火により焼失し
ています。当時の日本人の悲しみや憤りがど
んなものだったか。ノートルダム寺院の１日
も早い再建を願ってやみません。
　次回の通常例会は５月８日、令和になって
初めての例会です。昭和から平成に移った今
から30年前は、悲しみの中での改元でした。
バブルのピークを迎えた年だったと思います。
平成元年10月１日、高知ゴルフクラブ14番ホ
ールでホールインワンをしたということが、
私の思い出です。
　平成から令和への移るこの１ヵ月間に平成
を振り返ることができました。元号の改元は、
確実に時代の移り変わりの節目です。節目と
いうのは、次の成長への重要な要です。東Ｒ
Ｃにおきましても、この節目を生かして素晴
らしいクラブに、さらに発展するように願っ

ています。
　本日の卓話は、「御代替り、平成から新し
い御代へ」と題して、別役重具会員よりお話
を伺います。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇副会長より
　本日、得月樓において18時30分から来年度
のクラブ協議会を行います。役員、理事、委
員長の皆さん、出席をお願いします。
◇幹　事　報　告
・明日は８クラブ合同夜間例会、18時半から

新阪急ホテルです。24日の例会は振り替え
で休み。夜は、奉仕プロジェクト研究会を
行います。次回の通常例会は５月８日です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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10,100円

1,235,110円

20,467円
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21,038円

1,245,477円

10,671円

1,256,148円

チビニコ 合　計

４月17日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

「御代替り、
　　　平成から新しい御代へ」

◇会員スピーチ 別役　重具 会員

　平成31年４月30日をもって、天皇陛下が皇
太子殿下に天皇の御位をお譲りになられるこ
と、すなわち譲位です。我々の世界では、御
退位という言葉は使わずに「譲位」と言う言
葉を使います。これは、文化14（1817）年に
光格天皇が仁孝天皇に譲位されて以来、約
200年ぶりのことです。
　光格天皇は、前の桃園天皇が若くして亡く
なられた関係で、桃園天皇の忘れ形見の内親
王を皇后様としてお迎えする形で、４代遡っ
た東山天皇の系列から迎えられた天皇様です。
ただ、ご時世の中で幕府と多少のいきさつ等
もあり、御譲位をされることになります。御
譲位の後も長く上皇としておられて、仁孝天
皇とお二人で学問や和歌のことなど研究され
て、学習院の基をつくられた方でもあります。
仁孝天皇のお子様が孝明天皇、そのお子様が
明治天皇です。
　昭和から平成の御代替りと今回の御代替り
の大きな違いは、前回は喪の期間が１年間あ
ったということです。昭和天皇は１月７日に
崩御されましたので、いろんな諸行事は平成
元年には行われず、喪が明けた平成２年から
始まっています。ただ、皇位は１日たりとも
空白があってはなりませんので、昭和天皇が
崩御されたその日のうちに、天皇が皇位につ
かれる践祚（せんそ）の式は執り行われ、天
皇様の御位にかかわる「三種の神器」、印鑑
である「御璽（ぎょじ）」、国の印鑑である
「国璽（国璽）」の継承は滞りなく行われまし
た。
　即位礼、大嘗祭の期日が正式に定められる
と、天皇陛下は宮中の賢所でその旨を報告さ
れます。即位礼当日、天皇陛下は賢所で即位
の旨を御報告されます。皇位につかれた天皇
陛下は、黄櫓染御袍（こうろぜんのごほう）
の御束帯をお召しになられ、立纓（りゅうえ

い）の冠をつけられ、即位のお言葉を述べら
れます。その前には皇太子殿下をはじめ、百
官・百僚が並び、そのときの内閣総理大臣が
万歳を三唱し、国民挙げて陛下の御即位を奉
祝します。
　その年の秋には大嘗祭（だいじょうさい）
が行われます。毎年秋には、新穀を天照大神
はじめ神々にお供えし、感謝を捧げる新嘗祭
が行われますが、陛下が御即位後に初めて行
われる新嘗祭を大嘗祭と言って特別な扱いを
します。この大嘗祭をしなければ、本当の意
味での天皇様の御位が身に備わらないと伝え
られています。
　大嘗祭を迎えるために、まず、新穀をお供
えするための神聖な田である「斎田」が定め
られます。京都から東の方に「悠紀田（ゆき
でん）」、西に「主基田（すきでん）」を選定
します。悠紀、主基の両斎田の稲穂が稔ると、
天皇陛下が米を収穫する「斎田抜穂の儀」が
行われます。
　大嘗祭翌日から２日間にわたって大饗と言
う直会（なおらい）が行われます。即位礼及
び大嘗祭を終えられた天皇陛下は皇后陛下と
ともに、伊勢の神宮、神武天皇陵をはじめ近
縁の天皇様の御陵に参拝され、御大礼を無事
終えられたことを御報告されます。このとき
には、必ず剣璽（けんじ）を伴い、三種の神
器をそれぞれ奉じしてお参りします。
　御代替りの御即位に際しては、天皇陛下の
御座である高御座（たかみくら）と、皇后陛
下の御座である御帳台（みちょうだい）が用
いられます。この二つは普段、京都御所の紫
宸殿におかれていますが、京都御所から東京
の皇居に運ばれ、即位の儀式が執り行われる
ことになります。
　皆さんご承知のとおり、次の元号である
「令和」が国書から、しかも万葉集から選ば

れたということに、私は非常に感銘を受けて
います。万葉集の成立は760年ごろですが、
その歌の数は全20巻、4516首が集められ、大
伴家持が集大成をしたことになっています。
その中でも巻５は、文章が多く載っており、
それぞれ歌の初めに序文があるという非常に
珍しい巻です。その中の、中央から離れた九
州で、大伴旅人を中心とした歌壇の梅の花を
詠んだ32首の冒頭の序文に出てくる言葉から
２文字を選んだものです。天平２年正月の13
日に行った梅見の宴、まさに「初春令月気淑
風和」。初春、いい月（１月を褒め称えた言
葉）、そして、気（気候だけでなく、五行、
陰陽が整う）が非常に良い時季であり、風が

和らぎ、梅が咲きほこっている庭に出て、こ
こで歌を詠まずにどうするかと言った投げか
ける文章です。
　これを誰が作ったか、大伴旅人説、山上憶
良説、あるいは旅人の周辺の人と三つの説に
分かれますが、私は山上憶良だと断定したい
と思っています。山上憶良は非常に生活感に
溢れ、人事面に詳しく、詩情溢れる歌をたく
さん残した人です。万葉集は、古事記を受け
継ぐものだと思いますし、150年間の歌を集
大成していますが、その後の歌集は、150年
後の古今和歌集までありません。万葉集はあ
らゆる階層の人の歌を集めています。皆さん
も、ぜひ一度読んでみてください。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　別役さん、素晴らしい卓話あり
がとうございました。令和に向けて勉強させ
ていただきます。
 ● 松本隆之　別役さん、貴重な卓話ありがと
うございました。娘は楽しい中学校生活を
送っているようですが、問題の息子の出来が
あまり芳しくないので、先週よりパパ塾を開
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校しました。
 ● 福岡満喜子　パリのノートルダム大聖堂の
火災は大変残念です。10年前に訪れてバラ窓
のステンドグラスの美しさに息を呑んだのを
思い出しました。
 ● 寺村　勉　女房の誕生日プレゼントをあり
がとうございました。妻もいよいよ60歳。大
台に乗ります。これで２人ともスキーリフト
券はシニア割引です。がんばります。
 ● 久松啓一　誕生日祝い品ありがとうござい
ました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。　
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本日　４月18日㈭ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　８　Ｒ　Ｃ　合　同　夜　間　例　会

次週　５月１日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2418回　例会報告／平成31年４月17日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週、例会を欠席してご
迷惑をおかけしました。
申しわけありません。
　今週に入って、テレビ
等の報道で、パリのノー

トルダム寺院が火災で、尖塔が倒れる映像が
流れました。非常に残念なことだと思います。
私も44年前にノートルダム寺院を訪れ、すご
くきれいな建物だったという記憶があります。
日本でも1950年、金閣寺が放火により焼失し
ています。当時の日本人の悲しみや憤りがど
んなものだったか。ノートルダム寺院の１日
も早い再建を願ってやみません。
　次回の通常例会は５月８日、令和になって
初めての例会です。昭和から平成に移った今
から30年前は、悲しみの中での改元でした。
バブルのピークを迎えた年だったと思います。
平成元年10月１日、高知ゴルフクラブ14番ホ
ールでホールインワンをしたということが、
私の思い出です。
　平成から令和への移るこの１ヵ月間に平成
を振り返ることができました。元号の改元は、
確実に時代の移り変わりの節目です。節目と
いうのは、次の成長への重要な要です。東Ｒ
Ｃにおきましても、この節目を生かして素晴
らしいクラブに、さらに発展するように願っ

ています。
　本日の卓話は、「御代替り、平成から新し
い御代へ」と題して、別役重具会員よりお話
を伺います。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇副会長より
　本日、得月樓において18時30分から来年度
のクラブ協議会を行います。役員、理事、委
員長の皆さん、出席をお願いします。
◇幹　事　報　告
・明日は８クラブ合同夜間例会、18時半から

新阪急ホテルです。24日の例会は振り替え
で休み。夜は、奉仕プロジェクト研究会を
行います。次回の通常例会は５月８日です。
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４月17日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

「御代替り、
　　　平成から新しい御代へ」

◇会員スピーチ 別役　重具 会員

　平成31年４月30日をもって、天皇陛下が皇
太子殿下に天皇の御位をお譲りになられるこ
と、すなわち譲位です。我々の世界では、御
退位という言葉は使わずに「譲位」と言う言
葉を使います。これは、文化14（1817）年に
光格天皇が仁孝天皇に譲位されて以来、約
200年ぶりのことです。
　光格天皇は、前の桃園天皇が若くして亡く
なられた関係で、桃園天皇の忘れ形見の内親
王を皇后様としてお迎えする形で、４代遡っ
た東山天皇の系列から迎えられた天皇様です。
ただ、ご時世の中で幕府と多少のいきさつ等
もあり、御譲位をされることになります。御
譲位の後も長く上皇としておられて、仁孝天
皇とお二人で学問や和歌のことなど研究され
て、学習院の基をつくられた方でもあります。
仁孝天皇のお子様が孝明天皇、そのお子様が
明治天皇です。
　昭和から平成の御代替りと今回の御代替り
の大きな違いは、前回は喪の期間が１年間あ
ったということです。昭和天皇は１月７日に
崩御されましたので、いろんな諸行事は平成
元年には行われず、喪が明けた平成２年から
始まっています。ただ、皇位は１日たりとも
空白があってはなりませんので、昭和天皇が
崩御されたその日のうちに、天皇が皇位につ
かれる践祚（せんそ）の式は執り行われ、天
皇様の御位にかかわる「三種の神器」、印鑑
である「御璽（ぎょじ）」、国の印鑑である
「国璽（国璽）」の継承は滞りなく行われまし
た。
　即位礼、大嘗祭の期日が正式に定められる
と、天皇陛下は宮中の賢所でその旨を報告さ
れます。即位礼当日、天皇陛下は賢所で即位
の旨を御報告されます。皇位につかれた天皇
陛下は、黄櫓染御袍（こうろぜんのごほう）
の御束帯をお召しになられ、立纓（りゅうえ

い）の冠をつけられ、即位のお言葉を述べら
れます。その前には皇太子殿下をはじめ、百
官・百僚が並び、そのときの内閣総理大臣が
万歳を三唱し、国民挙げて陛下の御即位を奉
祝します。
　その年の秋には大嘗祭（だいじょうさい）
が行われます。毎年秋には、新穀を天照大神
はじめ神々にお供えし、感謝を捧げる新嘗祭
が行われますが、陛下が御即位後に初めて行
われる新嘗祭を大嘗祭と言って特別な扱いを
します。この大嘗祭をしなければ、本当の意
味での天皇様の御位が身に備わらないと伝え
られています。
　大嘗祭を迎えるために、まず、新穀をお供
えするための神聖な田である「斎田」が定め
られます。京都から東の方に「悠紀田（ゆき
でん）」、西に「主基田（すきでん）」を選定
します。悠紀、主基の両斎田の稲穂が稔ると、
天皇陛下が米を収穫する「斎田抜穂の儀」が
行われます。
　大嘗祭翌日から２日間にわたって大饗と言
う直会（なおらい）が行われます。即位礼及
び大嘗祭を終えられた天皇陛下は皇后陛下と
ともに、伊勢の神宮、神武天皇陵をはじめ近
縁の天皇様の御陵に参拝され、御大礼を無事
終えられたことを御報告されます。このとき
には、必ず剣璽（けんじ）を伴い、三種の神
器をそれぞれ奉じしてお参りします。
　御代替りの御即位に際しては、天皇陛下の
御座である高御座（たかみくら）と、皇后陛
下の御座である御帳台（みちょうだい）が用
いられます。この二つは普段、京都御所の紫
宸殿におかれていますが、京都御所から東京
の皇居に運ばれ、即位の儀式が執り行われる
ことになります。
　皆さんご承知のとおり、次の元号である
「令和」が国書から、しかも万葉集から選ば

れたということに、私は非常に感銘を受けて
います。万葉集の成立は760年ごろですが、
その歌の数は全20巻、4516首が集められ、大
伴家持が集大成をしたことになっています。
その中でも巻５は、文章が多く載っており、
それぞれ歌の初めに序文があるという非常に
珍しい巻です。その中の、中央から離れた九
州で、大伴旅人を中心とした歌壇の梅の花を
詠んだ32首の冒頭の序文に出てくる言葉から
２文字を選んだものです。天平２年正月の13
日に行った梅見の宴、まさに「初春令月気淑
風和」。初春、いい月（１月を褒め称えた言
葉）、そして、気（気候だけでなく、五行、
陰陽が整う）が非常に良い時季であり、風が

和らぎ、梅が咲きほこっている庭に出て、こ
こで歌を詠まずにどうするかと言った投げか
ける文章です。
　これを誰が作ったか、大伴旅人説、山上憶
良説、あるいは旅人の周辺の人と三つの説に
分かれますが、私は山上憶良だと断定したい
と思っています。山上憶良は非常に生活感に
溢れ、人事面に詳しく、詩情溢れる歌をたく
さん残した人です。万葉集は、古事記を受け
継ぐものだと思いますし、150年間の歌を集
大成していますが、その後の歌集は、150年
後の古今和歌集までありません。万葉集はあ
らゆる階層の人の歌を集めています。皆さん
も、ぜひ一度読んでみてください。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　別役さん、素晴らしい卓話あり
がとうございました。令和に向けて勉強させ
ていただきます。
 ● 松本隆之　別役さん、貴重な卓話ありがと
うございました。娘は楽しい中学校生活を
送っているようですが、問題の息子の出来が
あまり芳しくないので、先週よりパパ塾を開
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校しました。
 ● 福岡満喜子　パリのノートルダム大聖堂の
火災は大変残念です。10年前に訪れてバラ窓
のステンドグラスの美しさに息を呑んだのを
思い出しました。
 ● 寺村　勉　女房の誕生日プレゼントをあり
がとうございました。妻もいよいよ60歳。大
台に乗ります。これで２人ともスキーリフト
券はシニア割引です。がんばります。
 ● 久松啓一　誕生日祝い品ありがとうござい
ました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。　


