
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 2074,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 82.96％ 

 

 

・3/15    例会（オンライン例会 ZOOM開催） 

・3/22    例会 

・3/26    会長エレクト研修セミナー(PETS) 

・4/5     春の家族会 中止（通常例会に変更） 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 
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令和 4 年 3 月 15 日発行   No.2566 2022.3.8（No.2565）の例会記録 

 

 

  大東ロータリー会長テーマ 

    「 当意即妙 」 

◆ 出席報告（3月 8日分） 

 

      例会 臨時休会 

  

前々回 3月 1日分 

       

      例会 臨時休会 

            

後面に記載 

  

      「未定」 

         岸沢 重和 会員 

 
２０２１年～２０２２年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  シェカール・メータ 

今週の予定   （3月 15日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中  恒夫 
■幹事 空門 満也 
■広報委員長 生駒 智人 
（会報） 

次週の予定   （3月 29日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

奉仕しよう みんなの 

人生を豊かにするために 

 

  

     「経歴発表」 

         樋口 光平 会員 

      

 クリスマスの始まりについて」 

         森脇 克弥 会員     

 

      

 



 

 

             

 

皆さんこんにちは、3 月に入り少し暖かくなってまいりました。いかがお過ごし 

でしょうか。今日 3 月 8 日はみつばちの日です。 

・みつばちの日（3 月 8 日 記念日） 

・全日本はちみつ協同組合と日本養蜂はちみつ協会が制定。 

・日付は「みつ（3）ばち（8）」と読む語呂合わせから。 

・関連する記念日として、5 月 20 日は国際デーの「世界ミツバチの日」、 

8 月 3 日は「はちみつの日」となっている。 

・ミツバチについて 

・ミツバチ（蜜蜂、Honey bee）とは、ハチ目ミツバチ科ミツバチ属に属 

する昆虫の一群で、花の蜜を加工して巣に蓄え蜂蜜とすることで知られている。 

現生種は世界に 9 種が知られ、特にセイヨウミツバチは全世界で養蜂に用いられ 

ている。 

  

・日本ではニホンミツバチ、セイヨウミツバチの 2 種が飼育（養蜂）され蜜の採 

取が行われている。古くから使われていたニホンミツバチに比べより多くの蜜を 

採集するセイヨウミツバチが 1877 年（明治 10 年）に導入された。 

・セイヨウミツバチの方が蜂蜜を大量に生産することができるため安価であり、 

スーパーなどで販売されている蜂蜜はほとんど全てセイヨウミツバチから得られ 

たものである。一方、二ホンミツバチの蜂蜜は小量しか取れず高価ではあるが、 

コクと深みがあるとされている。 

・また、ミツバチは作物の受粉にも広く用いられるが、トマトやピーマンなどの 

ナス科の果菜類は蜜を出さず特殊な振動採粉を行うためミツバチではなくマルハ 

ナバチ（ミツバチ科マルハナバチ属）が使われる。 

・ミツバチの働きバチは受精卵から発生する 2 倍体（2n）であり全てメスである。 

通常メスの幼虫は主に花粉と蜂蜜を食べて育ち働きバチとなるが、働きバチの頭 

部から分泌されるローヤルゼリーのみで育てられたメスは交尾産卵能力を有する 

女王バチとなる。 

・オスは未受精卵から発生する 1 倍体（1n）であるが、巣の中では働き蜂に餌を 

もらう以外特に何もしない。働きバチに比べて体が大きく、働きバチや女王バチ 

よりも複眼と単眼が非常に発達していることが外見上の特徴である。オスバチを 

指す英語「drone」は「なまけもの」の意味である。 

さて、ロ－タリ－クラブの事業については、3 月 5 日には、2660 地区 IM3 組ロ 

－タリ－デ－が守口ロ－タリ－クラブのホストで ZOOM 開催されました。主に 

ロ－タ－アクトについての話と、各クラブの事業報告を行いました。当大東ロ－ 

タリ－クラブはインタ-アクトクラブを推奨しておりますので、ロ－タ－アクトク 

会長の時間 
会長 中 恒夫 

 

 

 

 



 

 

ラブには推奨しておりませんが今後の事業の参考して頂ければ幸いです。また、 

明日 3 月 10 日は、子ども発達支援センタ－卒園式への記念品の贈呈にまいりま 

す。先日の理事会で 4 月の家族会が中止の運びとなり残念です。また、3 月 15 日 

の例会は、ZOOM 開催で行う予定です。ZOOM 環境の問題もありますが、ご参加 

いただけます様お願い申しあげます。以上会長の時間といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

    「クリスマスの起原や日本におけるクリスマスの始まりについて」 

 

                         森脇 克弥 会員 

皆様こんにちは。3 月 8 日の卓話を担当させて頂きます。森脇です。宜しくお願 

い致します。さて、前回の卓話では、私どものメインの販売チャンネルでもある 

“贈り物”（ギフト）について色々と調べて発表をさせて頂きました。今回は、少 

し季節感がずれているのですが、お菓子にもなじみの深いクリスマスの歴史や日 

本におけるクリスマスの歴史などについて調べてみましたので発表させて頂きま 

す。皆様ご存知の通り、クリスマスは 12 月 25 日、イエスキリストの降誕祭です。 

新約聖書では、キリストの生まれた日を特定はしていません。そのため、降誕祭 

とは「キリストの誕生日」ではなく、「キリストが生まれてきたことをお祝いする 

日」となります。キリストは今から約 2000 年前、ユダヤのベツレヘムの馬小屋 

で、聖母マリアのもとに生を受けました。この生誕をお祝いする日がクリスマス 

（降誕祭）です。しかしながら、クリスマスがいつ始まったのか、どういう経緯 

で始まったのか多くの教会で明示はしていません。キリストの誕生日同様に、聖 

書に記述がないことが大きな理由です。では、なぜ世界中で、そして多くのキリ 

スト教の諸教派で 12 月 25 日が共通してクリスマスなのでしょうか。いつ頃この 

慣習が始まったのでしょうか。諸説ありますが、代表的な由来をご紹介いたしま 

す。前述の通り、クリスマスがいつ頃始まったか正確な年代はわかっていません。 

先週の卓話 



 

 

しかしながら、2 世紀～4 世紀頃に始まったという説が有力視されているようで 

す。当時のヨーロッパはローマ帝国時代。キリスト教は国教ではありましたが、 

まだまだ民衆には定着していませんでした。ちょうどその頃、ペルシャから太陽 

信仰の性格を持つミトラス教という宗教が伝わってきました。そして、このミト 

ラス教には「光の祭り」という信仰上の大切な行事がありました。「光の祭り」が 

行われるのは、一年で最も昼間が短くなる冬至。この日を境に再び昼間が長くな 

っていく、すなわち太陽の力が強まっていくことを祝います。この冬至が、12 月 

25 日にあたっていました。一方で、ローマ帝国もともとの土着の祭りとして、農 

耕の儀式もまた 12 月 25 日前後に執り行われていました。そこでローマ皇帝はイ 

エス・キリストを「光」に例え、「光（太陽）の復活はキリストの復活」とし、前 

述の土着の祭りをすべて吸収する形で 12 月 25 日をキリストの降誕祭に制定しま 

す。ほかの宗教との対立を防ぐための、折衷案としての意味合いもあったのでし 

ょう。このクリスマスの誕生は功を奏し、異なる宗教同士の摩擦を減らすだけで 

なく、キリスト教を広める大きなきっかけにもなりました。 

さて、このように始まったクリスマスの歴史ですが日本ではいつぐらいからどの 

ように始まってきたのでしょうか。 

1565 年（永禄 8 年）に、ポルトガル人で日本に布教にきていた宣教師ルイス・フ 

ロイスの招きによって、戦国武将の三好義継と、その家来の松永久秀が、キリス 

ト教徒のクリスマス・イブの祝祭に参加したのが、最初の記録として残されてい 

ます。しかし 1612 年、江戸幕府がキリスト教を禁教してしまったので、クリスマ 

スは消滅してしまいました。その後の 1873 年（明治 6 年）、禁教令は解かれたも 

のの、一般庶民がクリスマスを祝うという習慣はありませんでした。古いもので 

は 1876 年（明治 9 年）に、キリスト教社会事業家の原胤明氏によってつくられ 

た女学校で行われたという記録が残っています。1886 年（明治 19 年）、高級スー 

パー『明治屋』が、横浜に日本初のクリスマスツリーを飾り始めました。このク 

リスマスツリーは横浜で外国人船員のために準備したものでしたが、新しい西洋 

文化に触れる機会として多くの日本人が見物に訪れたそうです。 

明治屋はそれから 1900 年（明治 33 年）、銀座にお店を移設しましたが、そこで 

は年末の大売り出しとセットで建物にクリスマスイルミネーションを飾り、話題 

を呼びました。これがひとつの転機となり、新聞でも街のクリスマスの様子をレ 

ポートする記事が増えていきます。1910 年（明治 43 年）には、帝国ホテルで行 

われたクリスマスの催しについて報じられたのですが、その内容は「太神楽」や 

心中もののお芝居「お半長」など、まさにトンチンカンな演し物ばかり…。クリ 

スチャンでもない日本人たち主催のクリスマスは、本来の宗教的意味が欠落した 

ものが行われていたようです。この頃はまだ、クリスマスの本質がじゅうぶんに 

広まっていなかったこともあり、認知度の低さゆえに「日本化したクリスマス」 



 

 

が根付き始めたとされています。ちなみに、同年に創業した『不二家』は、創業 

当初からクリスマスのデコレーションケーキを販売し始めたようです。大正時代 

に創刊された、子ども向け雑誌や少女雑誌では、12 月号にクリスマス特集として、 

クリスマスにまつわる話や挿絵がたくさん掲載されるようになりました。また女 

性向け月刊誌『主婦の友』では、一月号にクリスマス料理として、鶏の丸焼きや 

クッキーなどのレシピが掲載されるようにもなりました。それから年を追うごと 

に、プレゼント用の小物の作り方など、クリスマス用の記事が増えていったよう 

です。そして大正天皇が 1926 年（大正 15 年）12 月 25 日に崩御されたため、12 

月 25 日は「大正天皇祭」として祝日となりました。12 月 25 日が休日となったこ 

とでクリスマスは定着し、大人も楽しむ行事になっていき、東京のカフェや喫茶 

店でも、クリスマスの特別メニューが提供されるようになり、店員たちもクリス 

マスの仮装をしていたそうです。昭和に入ると、教会でのクリスマス風景はほと 

んど報道されなくなります。かつて教会で行われていた子ども向けのクリスマス 

祝会は、企業が主催するようになり、お菓子たっぷりのお土産つきのお楽しみ会 

として開かれるようになっていったのです。1928 年（昭和 3 年）の朝日新聞の記 

事によれば、「クリスマスは今や日本の年中行事となり、サンタクロースは立派に 

日本の子供のものに…」と書かれていますが、全てがそうだったとは言えないよ 

うです。というのも、実は昭和に入ってのクリスマスは、家庭的な行事というよ 

りは、主に大人の飲み屋街のクリスマス風景として栄えていたからです。紙のと 

んがり帽子をかぶり、酔っ払いのドンチャン騒ぎに代表されるのが当時のクリス 

マスでした。その大きな原因はやはり、イブには徹夜で騒いでも次の日は「大正 

天皇祭」で休日だったからと考えられています。そして 1936 年（昭和 11 年）の 

朝日新聞には、「クリスマスが本質的な意義から遠ざかって、余興化される傾向に 

あり、ホテルやダンスホールでは年に一度のかきいれどきだと、催しの豪華版を 

くりひろげる…」などとレポートされています。戦後になると、ネオン街のクリ 

スマス全盛期も下火になり、それと反比例するかたちで、家庭でのクリスマスツ 

リーの売れ行きが上昇していきました。大人が飲み屋街でのドンチャン騒ぎから 

「家で子ども中心」のクリスマスへと、その性格を大きく変えたのが、今の日本 

のクリスマスです。お正月と違って、日本では伝統も格式もないだけに、楽しけ 

ればよいと気楽に割り切れることも、人気のひとつなのかもしれません。最近で 

はハロウィーン等が若者たちの間で、ある種異様な形で日本に定着しつつありま 

す。日本人はいい意味でも悪い意味でも異文化を取り込み、これを商売につなげ 

ていくのがうまい国民であるとつくづく感じます。まさにその恩恵を受けている 

のもお菓子の製造を生業とする私のようなものなのですが…。以上、今回はクリ 

スマスの起原や日本におけるクリスマスの始まりについてまとめてみました。あ 

りがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 


