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例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年１０月１１日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５２名  ホームクラブ出席者６５．８２％ 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

こんにちは 

台風が接近しています。 

この台風は広範囲に暴風と、周

辺に発達した雨雲を伴っている

ため、あすは全国的に風も雨も

強まり、大荒れの天気となりま

す。 

不要な外出は、しないようにしま

しょう。 

本日北畑幹事が体調不良のた

め欠席、水城副幹事が代行します。 

外来卓話で紀州東照宮禰宜、西川秀大様がお目見えで

す。卓題は「紀州東照宮と和歌祭り」です。 

50周年記念事業で寄贈したミニホースの一頭（葵ちゃん）

が亡くなったとの報告がありました。残りの二頭（吉宗くん、

和歌馬ちゃん）は元気だそうです。 

２０１９年のノーベル化学賞を、スマートフォンや電気自動

車などに利用が広がるリチウムイオン電池を開発した吉野

彰、旭化成名誉フェロー（７１）と米テキサス大のジョン・グッ

ドイナフ教授（９７）、米ニューヨーク州立大のスタンリー・

ウィッティンガム教授（７７）の３人に贈ると発表しました。 

吉野氏は「リチウムイオン電池は、ＩＴ革命というとんでもな

い大きな変革とともに生まれ育ち、電気自動車への応用は

環境問題に一つの解決策を提供する」と語っています。 

 日本人のノーベル賞は医学生理学賞を昨年受賞した本

庶佑・京都大特別教授に続き２年連続です。 

ちなみにノーベル賞は、ダイナマイトの発明者として知られ

るアルフレッド・ノーベルの遺言に従って1901年から始まっ

た世界的な賞で、物理学、化学、生理学・医学、文学、平

和および経済学の「5分野+1分野」で顕著な功績を残した

人物に贈られます。 

 一昨日姉妹クラブの和歌山東南ローターアクト認証伝達

式のお祝いに出席しました。 

ローターアクトクラブ発足は、昨年度5月設立の産声を上

げ、短期間で設立の運びとなったらしい。チャーターメン

バーは7名、和歌山大学観光学部の学生6名と社会人1名

の7名です。 

初代会長は、和歌山大学観光学部一回生、鎌田楓佳様

です。2640地区で8クラブ目となります。 

ローターアクトクラブは、18歳から30歳までの青年男女のた

めの、ロータリークラブが提唱する奉仕クラブです。ロー

ターアクトクラブは通常、地域社会または大学を基盤として

おり、地元のロータリークラブが提唱しています 

ちょっと得する豆知識 

ヘクトパスカル 

気圧の単位で、以前はミリバール呼んでいました。 

ヘクトは100倍、パスカルはパスカルの原理の圧力を意味

します。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 
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幹事報告（代理：水城幹事報告（代理：水城幹事報告（代理：水城幹事報告（代理：水城    実実実実    副幹事）副幹事）副幹事）副幹事）    
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本人誕生日・・・橋本忠通君 

奥様誕生日・・・宮本（憲）君 

事業所創立・・・井口（善）君・野島君・橋本忠通君・ 

          橋本忠美君・宮下君 

入会記念日・・・橋本忠通君 

山中君・・・先月 男のひ孫No1が生まれました。 

越部君・・・SAAつとめさせて頂きました。 

       ありがとうございました。 

畠中君・・・東照宮 西川秀大様卓話頂きまして。 

岩橋君・・・西川ひでひろ様にお越し頂いて。 

前窪君・・・越部SAAさん、ガンバッテｰ。 

前嶋君・・・今月大学同窓生と会える事になりました。 

       楽しみです！ 

 

 

  計 ￥55,000 -  累計￥1,048,870 - 

雑誌・広報委員会 

木村哲人委員 

ロータリーの友１０

月号紹介。 

１０月お誕生祝１０月お誕生祝１０月お誕生祝１０月お誕生祝    

皆さんこんにちは。北畑幹事が

療養中のため代理で報告させ

ていただきます。 

次回の10/18例会は城南ロータ

リークラブさんとの合同夜間例

会となっています。楽しい催しが

予定されています。どうかお楽し

みに。10/26,27は堺で地区大会

が開催されます。ロータリークラ

ブを知る大変良い機会です。入

会歴の若い会員さんはどうかふるってご参加下さい。最後

に、10/22祝日の火曜日にフィッシング＆グルメ会が開催さ

れます。紀州の落とし込み釣りでまずエサとなる小魚を釣り

そのまま底に落として大物を待ちます。すごく面白い釣りで

す。ぜひ一度ご体験下さい。以上です。ありがとうございま

した。 

卓卓卓卓    話話話話 

紀州東照宮と紀州東照宮と紀州東照宮と紀州東照宮と    

    和歌祭和歌祭和歌祭和歌祭    

～御創建四百年式～御創建四百年式～御創建四百年式～御創建四百年式

年大祭～年大祭～年大祭～年大祭～    

    紀州東照宮紀州東照宮紀州東照宮紀州東照宮    

        禰宜禰宜禰宜禰宜    

        西川西川西川西川    秀大秀大秀大秀大    様様様様    
 

紀州東照宮は、元和7（1621）年、南海道（現在の和歌山

県と三重県の一部、四国）の総鎮守として、紀州藩の初代

藩主である徳川頼宣公によって創建されました。風光明媚

な和歌の浦を鎮守地と定め徳川家康公を東照大権現とし

て祀り、国や人々の安寧と平和を祈念する聖地としました。

さらに創建翌年、元和8（1622）年には、徳川家康公の御霊

をお慰めし、人々の安寧と泰平の世を願う和歌祭が始まり

ました。勇壮な神輿を中心に、千人もの人々が戦国から江

戸時代にかけての時代装束に身を包み、伝承されてきた

技芸の数々を披露しながら城下を練り歩く祭礼です。人々

により、全国に類を見ない祭として、誇りをもって受け継が

れてきました。 

まず、東照宮のご説明からです。江戸時代の後期、全国

に500社以上ありました。現代でも50社以上の東照宮が北

は北海道から南は九州まで鎮座しております。御三家の東

照宮として規模はかなり大きい部類になります。主要な藩

で城内でない場所に創建されるのは異例のことです。創建

に関しては、藩主だけでなく家臣団もよく造営に関わり。普

請奉行には安藤直次、彦坂光政が任命され、藩主と家臣

が家康公・東照宮を通して強くつながっていきました。紀州

東照宮は創建以来五十年に一度の根本修理、十年、二十

年の色彩修理が行われたことが、本殿に収められた棟札
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からわかっています。そこには、修理に携わった人々も同

時に記されています。ここに記された人々の尽力によって

江戸時代初期からの社殿の美しい色彩が保たれていま

す。 

お宮の様子です。鳥居をくぐり紀州の青石をしきつめた

参道を歩いていきます。両脇に並ぶのは家臣団が寄進し

た石灯籠です。参道奥には侍坂という急峻な石段があり段

数は煩悩の数を表す１０８段。上ることで煩悩を落としてい

き清らかな心でお参りできます。上りきったところには、日本

一の大きさの随神像の納められた楼門がありさらに唐門く

ぐって社殿に到達します。社殿の造りは、拝殿・石の間・本

殿の三つの建造物が一つにつながれた権現造りと呼ばれ

る造りで東照宮建築の独特のものとなっています。社殿の

周囲には、左甚五郎作の彫刻や狩野探幽の壁画が施され

ています。極彩色で彩られた社殿は見るものを圧倒し神々

の威厳をさらに高めるものとなっています。 

次に和歌祭です。紀州東照宮の例祭（その神社で一番

大切な祭典）として創建翌年、元和8（1622）年に始まりまし

た。その目的は、徳川家康公の御霊をお慰めし、人々の安

寧と泰平の世を願うことです。神輿を中心に時代装束に身

を包んだ人々が踊りや演武といった技芸を披露しながら町

を練り歩きます。このことから練り物中心の風流の大祭と言

われます。藩主や武士だけでなく町人や百姓も城下の

人々みんなが参加し見物する和歌山をあげてのお祭りで

す。 

江戸の初期における東照宮の祭礼は、日光と名古屋、

水戸そして和歌山の御三家の他は、仙台、広島、岡山、鳥

取にみられる程度でした。さらに、練り物中心の祭りは、名

古屋、仙台、紀州だけでした。これだけでも貴重な祭りであ

るといえます。さらに現在行われているのは、紀州和歌山

だけです。現在に至るまで紆余曲折があったことは言うま

でもありません。 

まず初めの変化は、藩主頼宣行いました。徳川家康公

の50回忌の翌年から練り物を縮小するようにとの命令を出

しています。これは、民衆の負担を軽減するために行った

ものとも、祭りに参加する民衆のバイタリティーにある種の

恐れを抱き始めたためとも言われています。そして明治維

新を迎え、紀州徳川家という最大の崇敬者が東京に移って

しまい紀州藩そのものもなくなってしまします。まさに存続

の危機でした。全国の東照宮の祭礼がこのとき途絶えてし

まいました。実際和歌祭も明治4（1871）年に中断してしま

います。 

しかし明治6（1873）年神社として東照宮の存続が決まると

明治7（1874）年に和歌祭が再興されます。明治18（1885）

年には旧藩士らが中心になって徳盛社が作られ和歌祭の

支援にあたり、この活動を通して和歌山の実業家の協力を

得ます。資金だけでなく、受持といって各種目を実業家た

ちが受け持ち、宣伝活動もしていました。その活動が、明

治32（1899）年和歌浦東照宮明光会に引き継がれます。日

本三大祭と言われたのもこのころで、全国から観光客を集

め大きな盛り上がりを見せました。しかし大正にはいると祭

りの肥大化に伴い資金面での行き詰まりから開催が断続的

になり、開催不能の年も増えてきました。大正9（1920）年に

は藩祖入国三百年祭ということで盛大に執り行われました。

前年には、社殿の大修復も行われた記録が残っています。

でも時代の流れは止められず第二次世界大戦に突入しま

すます開催は困難となりました。終戦を迎えて焼け野原の

中、皆が希望を見いだせない中、和歌山もためにと和歌祭

の再興に動いたのは、商工会議所でした。商工祭のメイン

イベントとして和歌祭が復活します。和歌浦から和歌山城

までを練り歩くことから和歌山城下周辺を練り歩くという変

更を経ながら、昭和60年まで商工祭の中で行われていま

す。その後断続的に和歌山城周辺や和歌浦周辺などで行

われ、平成14年からは復活を遂げ今日に至っています。 

 

最後になりますが、この和歌祭というのは、伝統を絶やさ

ず、将来に伝承していこうと守っている和歌山の人々の文

化意識の高さを示すお祭でもあります。紀州東照宮は令和

3（2021）年をもって、例大祭 和歌祭は令和4（2022）年を

もって四百年祭を迎えます。御創建の節目を迎えるにあた

り当宮では、記念事業の実施を計画しております。先ず、

口伝により伝えられてきた祭を後世に伝えるためにも、より

多くの方々に見て頂き、内外に向けての祭の魅力を発信

する機会とし、四百年式年大祭とし和歌祭を盛大に執り行

いたいと考えております。みなさまのご協力とご支援をよろ

しくお願いいたします。 

岩橋一博会員より本日のゲスト西川秀大様のご紹介が

ありました。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

  ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会 

 

ゴルフ同好会、10月度月例、通算676回が10月14日

（月・祝）秋の遠征 吉野カンツリー倶楽部ラウンドにて開

催されました。 
 

優勝は、大工博史会員でした。 
 

次回 11月月例は、11月３日（日）和歌山カントリークラブ

にて開催します。 

皆さんのご参加お願いします。 


