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●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

      新年度トップバッターでの卓話で、光栄に思 
いますが、卓話と言っても話す話題もないので、 
自分の職業のことを話させて頂きます。 

      私共の会社は市役所の裏で、贈答品販売業を 
しており、社名は㈱ミキ、またはシャディ㈱ミ 
キという名称で営業をしています。シャディは 
「1 冊の百貨店」というタイトルで、カタログ 
販売をしており、本社は大阪で、全国に 3,000 
店舗以上あり、当社は相模原・町田地区の代理 
店として現在 38年の営業活動をしております。 
営業品目は贈答品から宝飾品、作業着など多 

種多様な商品を扱い、年間を通して売上げの一 
番は、お中元、お歳暮、そして葬儀社等の提携 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
菊地 啓之 

で葬儀の引出物などが多く割合を占めています。 

さて、贈答文化についてですが、 
1.「紀元前」－お金より古い歴史がある 

 古代、食うや食わずの人類の生活に若干余裕 
ができた頃、部族間で生産物を交換する必要が 
生まれました。物々交換など世界中で広く行わ 
れた方法で、人類最初の経済行為であり、この 
ように贈答は人類の文化発生と共に生じ、貨幣 
が生まれるまでの重要な経済活動であった。 
2.「縄文・弥生時代～」－贈答文化は更に発達 

時代が過ぎ、部族主体から家族（血縁関係） 
主体という意識に社会が変わってきた頃、本家 
で神を祭る行事の際、分家の人達が神への供物 
 

相模原中ロータリークラブ 
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を持ち寄って、日頃、粗食であった人たちが、ご 
馳走を戴く重要な機会であり、現在でもその名残 
りがあります。（3/3 日の草餅、5/5 日の柏餅、正 
月のお節料理など）これらの料理を、家で留守番 
をしている家族に土産として、持ち帰る習慣が贈 
答に繋がっていきました。その後、時代の推移と 
共に、酒肴を持参する形式が普及し、現在の贈答 
文化の基礎ができた。 
3.「奈良・平安時代～」－贈答文化は世の中に必 

要なもの 

     貴族文化が発達・定着し、中でも宮廷の影響が 
強く、今日の行事はこの宮廷文化を背景にしてい 
るものが多くあります。身分制度が生まれ、上下 
関係が意識される中、贈答は単なる交換方式から 
儀礼的な色彩を多く持ち、社会に欠かせない習慣 
になりました。 
4.「鎌倉～江戸時代」－宮廷から武士階級へ 

     鎌倉時代以降は武家が力をつけ、馬・武器・衣 
装なども贈答品になり、貴族階級に対し力を誇示 
するため、贈答は大型化し、新しい贈答文化が生 
まれてきた。武家社会の充実により、血縁を重視 
する社会が定着し、婚姻に関する多くのしきたり 
が生まれてきたのも、この頃と考えられます。 

     武家の政略結婚が盛んになり、家と家との関係 
がアピールされ、贈答が家と家を結びつける重要 
な役割を持ちました。 
5.「江戸時代以降」－贈答文化の庶民化が進む 

     長期に安定した社会が続き、武家社会の習慣だ 
けでなく、経済力がある商人や地主が成長し、さ 
まざまな贈答習慣が一般化していき、庶民にも、

ある程度の贈答文化が定着してきました。各地域 

単位に違う贈答文化も確立したのも、この時代で、 

旧藩単位で習慣が違うことが多くあり、江戸時代 

の藩体制の強さは今でも感じることができます。 

6.「明治～現代」－贈答文化にプレゼントが加わる 

 明治維新以降、西洋文化が影響を与え、大量販 

売が可能な百貨店の存在が社会現象となり、ほと 

んどの人が贈答文化と関わりを持つようになり、 

しきたりの簡素化も起きています。戦後、アメリ 

カの影響で個人間の贈物プレゼントが発達し、贈 

答とプレゼントが混同され、虚礼廃止のもと、更 

に簡素化が進み、贈答文化が停滞を始めました。 

 

 

 

しかし、個人主義の行き過ぎが是正され、競争 

第一の社会が見直されるに従い、贈答文化が再評 

価されるようになってきています。 

 

○このような背景のもと 

 文化やしきたり、社会的習慣なども古き良き伝 

統と現在のニーズから生れる文化が融合し、形を 

変えながらも受け継がれており、昔から人と人、 

家と家との結びつきを大切にしてきました。それ 

を良く表しているのが、冠婚葬祭の文化なのです。 

日本の贈答文化は相手を思いやる精神、周りの 

人々との共助の精神、人と人を繋ぐ大切なコミュ 

ニケーションツールであり、贈物には贈る人の心 

が託されています。 

「大好きです」－好意の心 

「ありがとう、おかげ様で」－感謝の心 

「おめでとう」－お祝の心 

「宜しくお願いします」－頼み事の心 

他にも尊敬や悲しみの心など、人と人の愛情を生 

み育てたり、親しみや喜びを大きくしたり、感謝 

の心や信頼感を育てます。 

＜贈答がなぜ、社会に必要か＞ 

○贈答の役割 

①家と家のお裾わけの文化 

②家族・親族間のコミュニケーション 

③地域の仲間意識を作る 

○贈答とプレゼントの違い 

 本質的な「贈る」という行為は同じですが、実 

際の購入動機や購入行動は違うことが多い。 

①贈答は、社会の調和や安定を意識し、お返しや 

内祝など地域社会を強く意識した行為です。 

②プレゼントは、個人間の一方通行の贈物。個人 

 主義の進展で大きく成長しました。 

＜贈答が社会に与える影響＞ 

①法事・法要は家族、親族が定期的に集まる機会 

 を作り、その事によりコミュニケーションが成 

立し、顔を合わせることにより繋がりを再認識 

できる。 

②お歳暮・お中元を贈ることは、お礼の気持ちを 

 伝えるだけでなく、現在の自分が元気で変りな 

 く生活していることも伝えられ、年賀状や暑中 

 見舞い以上に印象を強くします。    ↗ 

 



 

       

○ネイティブアメリカン（インディアン）の名言より 

「あなたが生まれた時、周りの人は笑って、あな 

たが泣いたでしょう。だから、あなたは死ぬ時は、 

あなたが笑って、周りの人が泣くような人生を送 

りなさい。」 

私共の仕事は、そんな人生の中にある大切な節 

    目での愛を形にし、お手伝いすることだと考えて 

    います。私たちの住む日本には、思いやりに満ち、 

    相手をもてなす心、贈答文化があり、その美しい 

    文化をより多くの方に、そして次世代へと伝えて 

    いかなければならないと考えております。 

これからのギフト店が提供する商品は、単なる 

「モノ」ではなく、ギフトの意義や熨斗、地域の 

しきたりといった、細やかな情報を提供すること 

で「心と文化を伝承する」使命を担っていると自 

負しております。先代から受け継がれてきた贈答 

文化や、人生の節目の捉え方を次世代へ継承して 

いくことで、社会に貢献し、地域と共に温かい贈 

答文化を育んでまいりたいと思います。 

（紙面の都合上、一部要約にて掲載） 

 

 
        

    ＜７月１６日 会長幹事会の報告＞ （要約にて） 
①ガバナー公式訪問の件。 

 当クラブは 8/19 日（火） 
です。当日はガバナー、ガ 
バナー補佐の他に、萬田地 
区会員増強委員長（相模原 
東 RC）が同行されます。 
できれば当日、入会セレモ 
ニーをということです。 
②高校生奨学金 進捗状況の件 

 既に申込みがあった高校があるので、早急に担 
当高校に訪問して貰いたいとのことです。当クラ 
ブの担当は光明学園と麻布附属高校になります。 
③公共イメージ賞の応募について 

 前年度の活動が対象となります。当クラブは瀬 
戸前年度会長に確認して、応募は致しません。 
④RI 分担金の請求方法の変更の件 

来年 1 月より、分担金や半期報告書などの煩雑 
な作業がなくなり、Web 手続きとなります。 
 

 

 

⑤ロータリーカード普及の件 

地区資金推進委員が各クラブを訪問し、PR を 
行う。また加入率のクラブ表彰を検討中。 
⑥Ｅクラブ説明会と会員推薦の件 

E クラブは Web サイト上で毎週例会を開き、ロ 
ータリアンは参加して、メイクアップができる。 
⑦国際大会（ブラジル・サンパウロ）日程変更の件 
 開会式が 2015 年 6 月 7 日→6 日（土）に変更。 
⑧会員増強目標（第 5 グループ）の件 

 11 クラブで 49 名。（前年度は 62 名の増加） 
 
 
●金山 茂雄君（相模原西ＲＣ） 
 本日は、唐津、金山でメイクに来ました。宜し 
 くお願いします。     
●黛会長、櫻内幹事 
 今日、梅雨明けしたそうです。毎日、暑い日が 
 続きますので、お身体にはお気をつけ下さい。 
●菊地 啓之会員 
 本日久し振りの卓話です。宜しくお願いします。 
●神田 達治会員 
①お暑うございます。菊地さん、卓話よろしく！ 
②陽光園所長様、ようこそ。お世話になります。 
●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 
①本日卓話の菊地さん、宜しくお願いします。 
②陽光園の方々、ようこそいらっしゃいました。 
 8/2 日の夕涼み会には、お邪魔します。 
●小野 孝会員、中里 和男会員 
①菊地さん、卓話頑張って下さい。 
②本日、梅雨明けのようです。暑さには気をつけ 
 ましょう。 
●竹田 繁会員 
 金山さん、唐津さん、本日はご苦労様です。 
 どうぞ、ごゆっくり。また先日は大変お世話に 
 なりました。 
●阿部 毅会員、横溝 志華会員、田所 毅会員 
①菊地会員の卓話、面白く、楽しくお願いします。 
②陽光園の方々、本年も夏祭りを楽しみにしてお 
 ります。好天を祈ります。 
●田後 隆二会員 
 菊地さん、卓話楽しみですが、早退します。 
 スミマセン！  

本日のスマイル額  １６，０００円 



       
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①公共イメージ賞について 

     今年度の応募を受け付けます。今回の募集は前 

年度の奉仕活動を対象としておりますので、多 

くのクラブからの応募をお待ちしております。 

     賞の分類：広報企画部門、ウェブサイト部門 

応募期日：７月末日   （詳細は回覧にて） 

②地区 高校生奨学金募集について 

     新たに「高校生奨学金」制度を創設し、募集を 

始めます。地区内の高校宛には６月に資料を送 

付しましたので、改めて書類一式をクラブに送 

ります。応募受付は各クラブになりますので、 

応募がありましたら、対応を宜しくお願い致し 

ます。 

 

※奉仕事業「陽光園・夕涼み会」出欠表を回覧し 

ております。出欠席のご記入をお願い致します。 

     日時：8月 2日（土）16 時頃集合 16:30～18:30 

 場所：「陽光園」 ※駐車場は「光が丘小学校」 

をご利用下さい。（出席者はメイク扱い） 

  
例会プログラム 

７月２９日卓話 中里 和男会員   

     定例理事役員会（８月分） 

８月 ５日クラブ協議会「ガバナー公式訪問 

２週間前にあたり」 

担当：佐藤Ｇ補佐、会長 

       １２日例会取止め（定款第 6 条 1 節により） 

       １９日ガバナー公式訪問 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 陽光園の事業に、いつもご協力頂き、有難う 

ございます。陽光園は昭和 50年に開設しまし 

たので、もう 40年になり、この「夕涼み会」も 

39回目となります。今年も施設の子供達や父兄、 

職員も楽しみにしておりますので、どうぞ宜し 

くお願い致します。       （概要にて） 

 

 

＜委員会報告＞ 

姉妹クラブ委員会        瀬戸委員長 

 8月 23日（土）は千曲川 RCとの合同例会で、 

「相模原花火大会」となります。千曲川 RCから 

は会員・ご家族で 14名程来られます。当クラブ 

も当日はマイクロバスによる一括移動を検討して 

おり、次週より出欠席を確認させて頂きます。 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会   甲斐 美利ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング 

「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 横溝 志華会員 

 ビジター  金山 茂雄君（相模原西ＲＣ） 

       唐津  昇君（相模原西ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２３名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

４名 ８５．１９％ ９６．３０％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   荻原 利彦 

●例会場 相模原市民会館「けやきの間」             副委員長    伊倉 正光 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員 佐々木裕、神田達治、松尾秋夫、田所毅 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000            金沢邦光、阿部毅、横溝志華、早川正彦 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp

