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司会    池田豊文 SAA  水野 茂会長   斉唱 手に手つないで  

事務所・例会場  

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日     時間  12：30~13：30 

会 長 水野 茂    幹 事 小川洋一 

【 出席報告者 井上 旭委員長 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

20 20 16 4 80.00％ 90.00％ 85.00％ 

本日欠席者 沼崎会員、西迫会員、山口会員、本田会員 

 

秋分の日は太陽が真西に沈み、仏教では阿弥陀仏 

の国は西にあると考えられていることから、秋分

の日やお彼岸は先祖の供養をするのに適した日

だと考えられるようになったそうです。昼夜の長

さが等しくなる秋分の日は、彼岸と此岸（しがん）

が最も通じやすい日だという説もあります。ちな

みに、彼岸とは人々が欲や煩悩から解放された世

界、此岸とは私たちの住んでいる世界の事です。      

秋分の日の行事といえばお墓まいり。それから

寺で開かれる彼岸会（ひがんえ）があげられます。 

秋分の日の過ごし方としては、お墓のまわりや仏

壇のまわりの掃除、お供え物をすることなどが一

般的です。家族でご先祖様のお墓まいりに出かけ

てはいかがでしょうか。 

つぎは、秋分の日のお供え物や食べ物といえば、

おはぎ。秋の七草でもある「萩」から命名された

とされています。ちなみに春分の日はぼたもち

で、「牡丹餅」からきているそうです。おはぎも

ぼたもちも同じだ、という説もありますが、秋は

おはぎでつぶあん、春はぼたもちでこしあん、と

いう説もあります。秋には収穫を感謝して、とれ

たての小豆であんを作ることができるので、つぶ

あんに。春には収穫を祈念して、昨年収穫した少

し古くなった小豆であんを作るため、こしあんに

します。 

 

皆様、こんにちは、元気ですか！ 

さて、本日は秋分の日についてです。秋分の日

とは、9月下旬にある国民の休日です。1948年に

公布・施行された「国民の祝日に関する法律」に

よって制定、「祖先をうやまい、なくなった人々

をしのぶ日」とされています。秋分の日は時期的

には、二十四節気（にじゅうしせっき）のひとつ

「秋分」のなかの一日です。秋らしさを楽しむの

に適した日といえます。また、秋分の日は、昼夜

の長さが等しくなる日で、太陽が真西に沈む日と

して知られています。 

「国民の祝日に関する法律」によると、秋分の

日の意味は「祖先をうやまい、なくなった人々を

しのぶ」とあります。その由来は戦前に遡（さか

のぼ）ることをご存知でしょうか。毎年秋分の日

には宮中で、秋季皇霊祭（しゅんきこうれいさい）

が開かれていました。この歴代の天皇や皇族の神

霊（しんれい）をまつる儀式が、現在の秋分の日

の由来だといわれています。 

 続いて、秋分の日とお彼岸の関係ですが、祖先

を供養する日として、同じく有名なのはお彼岸で

す。お彼岸とは、この秋分の日を中日とした前後

3日間ずつ、合わせて 7日間の期間をさします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

 



 
 

     

 

 

会い

幹事報告 小川洋一幹事 

秋分の日のまとめとして、古くから「暑さ寒さ

も彼岸まで」といわれ、秋分の日は日本人の生活

サイクルの指標にもなってきました。秋分の日

は、ご先祖様を静かに偲ぶもよし、季節の移ろい

を感じられるところへ出かけるもよし。心の洗濯

をできる祝日にしたいものです。 

以上を持ちまして、会長挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

援するものです。 

 現在は先行的に旅行宿泊代金の割引を実施し

ていますが、10 月 1 日以降に開始する旅行を対

象に地域共通クーポンを配布し、現在その取扱

店の登録募集をしています。 

 テレビなどでよく案内されていますが、一人

当たりの旅行費 1 日 20,000 円が上限、1 泊 2 日

の場合は 40,000 円が上限で、その 35％が補助

の対象です。あと 15％分の地域共通クーポンが

配布され、お土産や、飲食、レンタカー等に利

用でき、総合的に 50％を付加するというもので

10月からそのクーポン使用が始まるということ

です。 

 Go To トラベル事業の登録した宿泊事業者は

自分のウェブサイト上などで35％割引したもの

を販売しており、お客様が直接申し込みをして

もその割引を利用できます。10 月 1 日からは 

35％の割引に加え、宿泊料の 15％の地域共通ク

ーポンを発行してくれます。これは目的地の属

する都道府県及び隣接する都道府県のみ利用で

き、1 泊なら 2 日間限定の利用となります。 

日帰りなら最大 3,000 円、泊りならで最大

6,000 円,のクーポンがもらえて、それで食事や

お土産の購入ができます。 

日帰りの場合は一人当たりの上限が 20,000

円の上限で割引が受けられますが、個人旅行は

ほぼ対象にならないと思います。旅行会社を通

して飲食店や施設の入場などを手配してもらえ

ば割引の対象になりますので、日帰りの場合は

旅行会社に予約をして下さい。1 泊する場合は

登録しているホテル等であれば、お客さんが直

接予約をしても 35%の割引と 15％のクーポン

をもらえますが、旅行会社に頼んだ方がメリッ

トは多いです。 

個人での利用では 1日 1人 20,000円を使うの

が難しいこともありますが、例えば 5 人位で旅

行する時には、旅行会社に宿を頼み、2 日間の

昼食も飲食店を手配してもらい、交通費も含め

すべてひっくるめた金額で2日間40,000円まで

ですから、旅行会社にセッティングしてもらっ

た方が、一人当たりの旅行費が高くできて一番

お得だと思います。 

旅行会社に申し込むと地域共通クーポンは旅

行会社でくれると思いますが、インターネット 

  

 

 

会 員 卓 話  

所谷 弘会員 
 

 

 先週の理事会の報告をいたします。 

・相模原橋本ロータリーの原さんから相模原協同

病院のクラウドファンディングの協力依頼で

すが、協力することになりました。募集要項に

津久井中央 RC の名前が入るそうです。 

・4 名の入会推薦について、4 名全員の推薦が承

認されましたので、これから入会のお願いに回

ります。 

・先週の例会後に、八木社会奉仕委員長と会長、

私の 3 人でやまのべ作業所に伺いまして、補助

金の贈呈をしてきました。 

 10 月 1 日から Go To トラベル事業の一環であ

る「地域共通クーポン」の取り扱いが開始され

ますので、それについてご案内をさせていただ

きます。 

 賛否両論色々ございますが、観光業界やイベ

ント等人の移動と大勢が集まるものが制限され

ていること、そして自粛ということで、業界に

よってかなりのダメージを受けていまして、特

に観光業絡みは前年比で 90～100％の売り上げ

減という状況が半年ほど続いています。このま

ま自然に回復というのは不可能なことから、観

光庁の方で新型コロナウイルス感染拡大により

大打撃を受けた観光業を喚起することを目的

に、Go To トラベル事業を実施しています。 

 本事業は、旅行宿泊代金の割引と旅行先の地

域の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関等

で予め参加登録した事業者が運営する施設等で

割引が受けられます。地域共通クーポンの発行 

により観光事業を強力に喚起し、地域経済を支 



 

 

 

 

 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

津久井中央 RC 

 水野 茂会員  本日は欠席者が多いようですが、来月はガバナー訪問がありますので、出席よろ

しくお願いします。 

小川洋一会員  スマホデビュー5 日目です。一つ一つ勉強です。今日は吉野さんにマナーモードの

仕方をおそわりました。皆さま、これからもスマホの指導宜しくお願いします。 

池田豊文会員  涼しくなってきて良かったです。スマイルします。 

吉野賢治会員  今週は先週に比べて、だいぶ涼しさを感じるようになりました。夏の疲れが出て

きそうですね。気をつけましょう。 

山﨑和彦会員  小川さん、スマホデビューおめでとうございます。私も昨日機種変更しました。

なんだか小川さんと同じ機種でした。まだ使い勝手がうまくいきませんが、頑張

ります。 

小山里枝会員  私事で恐縮ですが…買い物リストを記した用紙をよく忘れるので、写メることに

しました。これなら OK !と思いきや誤ってきょうは削除してしまいました。記憶

に頼るだけですが、もうどうでもイイですネ。皆様、写真の削除には気をつけま

しょう。 

森田正紀会員  小川さん、山崎さん、スマホデビューおめでとうございます。所谷さん、10 月か

らの Go To キャンペーンで仕事が増えるといいですね。 

高橋幸一会員  所谷さん、卓話ありがとうございました。今日も元気に例会に来れましたので、

スマイルします。 

田畑和久会員  所谷さん、卓話ごくろう様。Go To ツアーを沼崎さんと一緒に楽しい企画で組ん

で下さい。 

井上 旭会員  昨日ご近所さんから、大きな栗と中くらいの栗を頂いたので、大きい粒は渋皮煮

に、中粒は栗ご飯にとかみさんと 11 時頃まで栗むきをしました。栗御飯は本日の

昼食なので、私のみおあずけです。眠いのをがまんして頑張ったのに残念です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

で申し込むとホテルでもらうようになるかもし

れません。またクーポン券が紙なのか、電子ク

ーポンになるのかはその事業者によります。 

 Go To トラベルは旅行会社を通して全部まと

めてもらうと、一人当たりの旅行費を最大値に

してくれて、一番お得に割引を受けられます。 

個々で手配するとほとんど割引の対象にならな

いと思いますので、ご注意下さい。 

   


