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今年 1 月（28 日）
「 所さん！大変ですよ」
所さん！大変ですよ
衝撃映像！あの“怖い鬼”
”が消えちゃった！？ とい
うタイトルの番組 で、 秋田県の民俗行事 であるナマハゲ についての番組特集 がありました。最初
のタイトルを見る限りナマハゲ になる人、ナマハゲ 役をやる人が近年の情勢の中少なくなっている、
あるいは高齢化している ということなのかと思って見ていたところ、そうではなく、ナマハゲ を家
に入れる家が減少し、ナマハゲ が活躍する場所が無くなってきているいというものでした。番組で
は 、アマノハギ（秋田県にかほ市で行っている行事の鬼）という鬼で秋田県各地でナマハゲに類する
、アマノハギ（秋田県にかほ市で行っている行事の鬼）という鬼で秋田県各地でナマハゲ
鬼たちが活躍しているとのことです。
鬼の代表格のなまはげは、秋田県の男鹿（おが）半島男鹿市、
三種町、潟上市の一部の家々で行われる民俗行事で、国の重要
民俗文化財に指定されています。
民俗文化財に指定されています。100
年以上の歴史を持ち、古
くから 災いを祓い（はらい）、怠惰や不和などの悪事を諌め（い
さめ）るもの。年の終わり（新正月）に、大きな出刃包丁を持
ち、鬼の面、ケラミノ、ハバキをまとって、なまはげに扮した
村人が家々を訪れ、
「悪い子はいねがー」「泣ぐコはいねがー」
と奇声を発しながら練り歩き、家に入って怠け者、子供や初嫁を探して暴れる。家人は、正装をして
と奇声を発しながら練り歩き、家に入って怠け者、子供や初嫁を探して暴れる。家人は、正装をして
丁重に出迎え、主人が今年 1 年の家族のしでかした日常の悪事を釈明するなどし、最後に酒などをふ
るまって、送り返す行事 とされています。
そういった行事ナマハゲが家に来る民俗行事が断られるのは、
「 私ちょっと・・・“外者（そともの）
私ちょっと・・・
だから鬼がくるからいい子になるというのは、そういうのは良くないなって

そういう文化がないか

らかもしれないですけど、全然その子のためにはならないような感じだと思う。鬼に頼る躾は良くな
いかと思った。」 地方が都市化する中で 夫婦のどちらかが別の町出身であることが多いということも
夫婦のどちらかが別の町出身であることが
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ナマハゲが呼ばれにくくなっているようです。
最近は、子供のいる家に電話をして「行かせてくれないか？」 とあちこちの家へ 電話で 話し、先
方に許可をもらう 。そして家に入る際は、インターホンを押し、インターホン越しに「ナマハゲです。」
と丁寧な挨拶をし、家の中に入る。家に入って、奇声をあげるのは同じだが、ナマハゲが、子供の算
数ドリルを手に取り、一緒に勉強をし「今何時何分ですか？」ド
リルから出題することまでやっている。昔のナマハゲを知ってい
る人たちがいたら、目を疑うのではないか？ 全然怖くない、友
達みたいなナマハゲ。車座になって家族と団欒しているナマハゲ
たち。それが最近の現状のようです。
「伝統というのは、その時代時代に合わせて行かないとなかなか
継続しない。その時代の考え方があります。私もまさかこうなる
とは思ってはなかったですよ。無くなってしまうことを考えれば
仕方がない。」と、吉川栄一鳥海山アマノハギ（小滝舞楽） 保存会会長は、話しています。
脳科学者 澤口俊之氏 によると、鬼に叱られるということは、いわば恐怖体験。お母さんも子供を 抱
きしめる。逆にお母さんとの親和性（が強まる）
。お父さん、お母さんとの関係が深まります。「叱る
教育」というものが（実は）、欧米でも重視されてきているんですよ。
“叱る教育‘’の効果 「心が強くなる」「創造性が高まる」などの研究結果も出ている。外からきた
人にとっては、やっぱり怖いな！今（鬼を断る人が）増えている背景には「移住」があって「都会か
ら地方に住みたい」という人たちがすごく増えていて文化が違うというのが衝突原因になっているよ
うです 。
節分において 通常鬼に豆をまくが、 ある所は、紙を丸めたものを豆として 使用する。何故なら豆
を鼻に入れたら危ないからだそうだ。除夜の鐘をつくのを 止（や）めたところがある、京都曹洞宗八
幡山千住院 、寺と保育園が一緒になっており改築のおりたまたま鐘の位置が道路を挟んですぐ隣に民
家があるようになってしまった 。大晦日に除夜の鐘今までどおりに ついたところ、寺に苦情？が寄
せられたとのこと。近所に 檀家の人が少なくなり、住民にとって騒音になってしまった。除夜の鐘を
鳴らすことを 変更・中止したケース去年 15 か所以上になったそうです。富山県高岡市の鐘を作って
いるメーカーに 都市部にある お寺からあまりならない鐘を作って欲しい。そういう要望が増えてき
たそうです。メーカー曰く、依頼は、すべて断った、とのこと。
静岡県牧ノ原市にあるあるお寺 大晦日の午後に 行列ができている。行列の先にあったのは、夕方
に鐘をならす「除夕（じょせき）の鐘」
。除夜の鐘は夜鳴らすが、除夕は夕方にならす。やはり、その
お寺でも 10 年ほど前に除夜の鐘をならしたが、苦情がで、たまた
ま翌年 昼間に 鐘をならした。そうした所、人が集まり鐘をなら
す人が出てきたらしい。テレビでは縁日のように露店が出て、鐘
をならし賑（にぎ）わっている 様子だった。
先程の 脳科学者によれば脳がある音を「うるさい」と感じるの
は、その音に意味があるかどうか？とのこと 。赤ちゃんの声は、
お母さんにとっては非常に大事な大切なもの、それ 以外の人にと
っては、騒音になってしまう。その音に意味があるかどうか？意
味づけを行うことが大事、ということだそうです。
近年、時代が変わり伝統行事などの運営がいろいろな意味で難しくなりつつあるようですが、皆さ
んは、どう思われ ますか？
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幹

事

告

誕生祝

齋藤孝之会員、伊藤正俊会員

結婚祝

明代知也会員

皆出席

田澤秀文会員(27 年)

幹
1.

報

事

報

告

来週の例会は、第 1 回会長杯ゴルフコンペ、夜の部は家族夜間例会となっております。
ゴルフコンペ

烏山城カントリークラブ（集合 8：00）

夜間家族例会

料亭 見晴し（開会 18：30）

2.

ロータリーの友、英語版が届きましたので回覧します。

3.

10 月 4 日に行われる、ガバナー公式訪問の出欠を回覧していますので記入をお願します。

卓

葛生交番署長

話

小黒道則様

各 委 員 会 報 告
【ロータリー家族委員会】

永井治寿委員長

・来週の例会は、例会場変更となります。

・ゴルフコンペ

烏山城カントリークラブ

・夜間家族例会

料亭

集合 8：00

見晴し 18:30～

出席状況報告

小曽戸委員長

本日の出席
本日の欠席者

会員数

義務出席者数

欠席数

事前メーク

出席率

36 名

22 名

2名

2名

94.4％

関口

保科会員

前回の出席

前例会日

欠席数

事前メーク

修正出席率

(修正)

8/30

1名

0名

97.2％

欠席の連絡

・アシスタント

関塚

TEL ６１－００７５（サムディー）

・例会場 (当日連絡の場合) TEL ８５－４４５１
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小 曽 戸 委 員 長

ニコニコＢＯＸ報告

葛生交番長
駒形忠晴君

小黒道則様をお招きして。卓話ありがとうございます。

町の毎日の安全・安心にご尽力いただきありがとうございます。
台風が低気圧になって、少しホッとしています。

片柳克敏君
中野勇夫君
奥山國之君

小黒交番署長様 卓話ありがとうございました。
地区安全のため、よろしくおねがいいたします。
小黒道則交番長をお迎えして。卓話を頂きありがとうございます。
小黒交番長

卓話ありがとうございます。

引続いて、当地区の治安に尽くされることを期待いたします。
倅の結婚でやや 2 年遅れとなりましたが、本年 9 月 1 日をもって、社長を退任、
会長職に就任いたしました。今日で社長室のあれ私が無事終了、こりより 2 階の

田澤秀文君

個室に籠る日々となります。しばらくは、書庫整理に没頭ですが、気が向いたら 2
階席をお訪ねください。お茶とコーヒーは用意する予定ですがケーキはありませ
ん。以上、宜しくお願い致します。
又、皆出席 27 年をいただきました。いよいよですかね？

馬場俊一君
齋藤孝之君
土屋

登君

小黒署長をお迎えして。
誕生祝をいただきありがとうございます。最近は、ボールは飛ばないし、スコア
もパッとしません。唯一の楽しみは、ラインで届く孫の写真です。
小黒交番署長、卓話ありがとうございました。
誕生お祝い、ありがとうございます。今日で 55 才になりますが、まだまだ若僧で

伊藤正俊君

す。最近目が良くなったせいか、近眼メガネをはずしても新聞が読めます、とい
うか、はずさないと読めません。

齊藤

茂君

明代知也君
小曽戸健治君

妻の誕生祝ありがとうございました。大変喜んでおりました。
いくつになっても、誕生祝いは良いもんですね。
今月 15 日は結婚記念日です。今年で 31 年が経ちました。以前は敬老の日祝日で
忘れることはなかったのですが、感謝の電話を忘れずにしようと思います。
小黒署長、卓話有難うございました。今後とも宜しくお願い致します。
私の町内の福祉祭でのお話し、手品

広報・IT 推進・会報委員会

委員長

飯嶋一成
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楽しみにしています。
副委員長

馬場俊一

委員

川上卓也

