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第 2690 地区ガバナー 葛尾 信弘
「ロータリーは地域と共に」

■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓話者
8 月 20 日 出雲市長 長岡秀人 様
8 月 27 日 クラブ・フォーラム
平田青年会議所
9月3日
理事長 立石雅樹 様
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数
欠席者数
37
32
5 (2)

演題
「5 つ星の出雲市」を目指して

出席率
91.43 %

前回補正出席率
91.18 %

■■■ 欠席者 ■■■
園山／堀江／平野 （石原恵／山根）
■■■ 来訪者 ■■■
原田 (出雲南)
■■■ メークアップ ■■■
8/11 原光 (松江しんじ湖)
8/18 恒松・内田 (出雲中央)

会長／ 高砂 明弘

副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造

会計／ 伊藤 義徳

佐田町ではもう一軒めずらしい店をみつけました。名前は一縁荘。
八雲風穴の少し手前です。古民家を改造し、庭には露天風呂があ
り、都会人は大変に喜ばれそうなロケーションです。食事はすべて地
元で収穫した食材で調理され、もてなしも最高でした。
須佐之男命が愛した、人が優しくなれる場所。時計をポケットにし
まって、あなたの心を運んで見ませんか？
と言う見出しではじまる、一縁荘。
一度行ってみられてはいかがでしょうか。
■■■ 幹事報告 ■■■
１．例会変更
大社ＲＣ

8/26(水)

夜間例会

出雲中央ＲＣ

9/14(月)

お月見例会 (夜間)

ビジター受付

11：30〜12：30 事務局

２．2010-2011 年度 青少年交換派遣学生募集について
各テーブルに要項を配布しておりますので、ご覧のうえ、ご希望の方は
事務局まで。(本日配布のガバナー月信にも掲載)

***************************************************

３．万田の郷様より「ほのぼの通信」 21 号を頂きました。

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（8 月 27 日） 内田節夫／河原治子／原 孝士

４．ガバナー事務所よりロータリーカード入会のお願いがありました。

（9 月 3 日）

杉原朋之／堀江卓男／飯塚大幸

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
（出雲）
（松江） 赤文字 例会変更
出雲中央ＲＣ 8/24
月
月 松江南ＲＣ
8/31（休） 9/14
火 出雲ＲＣ
火 松江しんじ湖ＲＣ
水 大社ＲＣ 8/26
水 松江ＲＣ
木 松江東ＲＣ 8/20
金 出雲南ＲＣ 8/21
■■■ 会長挨拶 ■■■

− 雑 感 −
６日の納涼例会には釜屋委員長さんはじめ懇親睦委員会の皆さ
んのおかげで多数の会員とご婦人に出席していただき真夏の夜のひ
とときを過ごすことができました。
ありがとうございました。
又、７日には大社クラブならびに千家宮司さまのお世話で大社本
殿、大屋根を見学いたしました。当クラブから５名が参加しました（そ
の様子は後日、田中久雄会員より週報に投稿していただきます）
帰りに旧大社駅前のそばや（おおかじ）に立寄りました。河原会員
の心あったまるお話と美味しいそばに舌鼓を打ちながら楽しい一時を
すごしました。
先日広島出張に行く途中に佐田町の伊藤牧場（カウベル）によりま
した。カウベルは牧場のパン屋さんということで地元のお米を使って米
粉パンを製造。水を使わず牛乳だけで作った牛乳パン、地元の野菜
を使ったフルーツデニッシュと色とりどりありました。米粉のためかすこし
モチモチ感がありおいしくいただきました。又、牛乳も少しうすめで非
常に飲みやすく親しまれる味でした。

詳細については、河原治子ロータリー財団委員長より説明があります。
５．当クラブ関係の書籍・備品を、加藤喜久会員の倉庫から高砂会長の倉
庫へ移転致しました。
■■■ 委員会報告 ■■■
クラブ広報委員会 （西谷委員） ： ロータリーの友 8 月号の紹介
ロータリー財団委員会 （河原委員長） ： ロータリーカードの紹介
■■■ スマイル ■■■
原田（出雲南） （5 年ぶりにお邪魔します。宜しくお願いします。）
小村・大島卓・加藤喜・大島治・河原・内田・槇野・恒松・伊藤・原光
（長岡市長様 ようこそいらっしゃいました。お話を楽しみにしています。）
高砂 （長岡市長様、本日スピーチよろしくお願い致します。 釜屋親睦
委員長はじ め、親睦委員会の皆さん 納涼会ご苦労様でし た。
原田明成様ようこそ平田へ。）
田中久 （長岡市長様ようこそ。平田一式飾り NHK を通じて全世界へ放
送される事になりました。美しいフランス女性と共に出雲市役所を
訪れ、長岡市長より心温まる激励の言葉を頂きました。厚く御礼
申し上げます。）
飯塚大 （長岡秀人出雲市長様ようこそいらっしゃいました。スピーチ宜し
くお 願い 致し ます。 原田明成様ようこそい らっ し ゃい まし た。
青山恵子さんをお迎えして一畑の杜コンサート、10 月 3 日(土)当ク
ラブよりご後援を頂き誠にありがとうございました。当日は是非お運
び下さいませ。）
田中浩 （長岡出雲市長様、出雲南RC原田様、平田へようこそいらっし
ゃいまし た。 10/3(土)の一畑の杜コンサー ト よろし くお願いし ま
す。）

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

********************************************************

「５つ星の出雲市を目指して」

出雲大社本殿大屋根修造特別拝観によせて

出雲市長 長岡 秀人 様

３Ｓによる職員の意識改革
シンプル、 スピード、 スマイル
市民に顔を向けた対応

出雲市の未来を明るくする出雲 ［ＩＺＵＭＯ］ の真のブランド化
特産品などにとどまらず、
地域全体のクオリティを上げ、高品質の出雲を創出
歴史文化

特産品

└

教育

自然環境

暮らし

トータル的なイメージ戦略

┘

▽
▽
＊

豊かな出雲市 ＝ 五つ星の出雲市の実現

＊

「出雲」には、産業・文化などあらゆる面で、良いものがたくさんあります。そ
れらを見つめ直し、守り、活かし、自信と誇りを持って真のブランド化に取り組
み、我が出雲市が、全国に誇れる都市、子ども達や若者が夢と希望を持てる
「五つ星の出雲市」となるよう、全力を尽くします。

会 員

田 中 久 雄

大社RCの好意により出雲大社平成の大遷宮修造進捗状況の本
殿素屋根工事を拝観の機会を得た。平田RCより高砂会長、杉原邦
彦会員、河原治子会員、田中久雄会員、勝部事務局員の5名は異
常気象による梅雨もあけぬ8月7日、高砂会員の軽快なハンドル捌き
で出雲大社へ向かった。
大国主大神を祀り全国から神集う出雲大社殿大屋根特別拝観と
なると襟を正した服装に身を包んだ。鉄骨の素屋根で本殿が覆われ
た中に緩やかな勾配の簡易道を昇り乍ら風雪に耐えた大屋根、千
木、勝男木を目前に接すると、それは正に巨大でありかたずをのんだ。
屋根の広さ170余坪、厚さ90余センチ、檜皮数64万枚、竹釘平方米
当たり6,000本と云う。昭和27年に国宝に指定され、古代神社様式
の大社造りは正に我が国第一の宮殿の屋根であった。
家族を加えた近隣5クラブの面々は静かに大屋根を見学した。天
平5年に完成した出雲国風土記に神々が集う地名が二つある。その
一つが平田佐香神社(松尾神社)と出雲郡杵築郷に土地を造成し大
勢の神々が集った条がある。香ゆかしい物語である。
見学を終えて外に出ると大社境内は蝉の声につつまれ暑さ対策に
塩センベイが用意されていた。河原治子会員の案内で、大梶そば店
で割子そばに舌鼓を打ち、ロータリー談義に華をさかせた。
延享元年(1744)に造営された本殿は今年で4度目の修理となる。
それはゼネコン２社による80億円の予算だ。
平成25年5月10日が本殿遷座祭である。

市政の基本方針
１．開かれた市政の実現を目指した住民参加型システムの構築
・ 徹底した情報公開・情報開示
・ 「市長ポスト」の設置や市長面会日の設定
・ 市政フォーラムのリニューアル開催
・ 自治基本条例の制定
ほか
２．財政の健全化
・ 「出雲阿國座座（仮称）」建設中止に向けた取組み
・ 事業経費の節減、適正な規模への公共投資の見直しなど
ほか
３．産業の振興
・ 新しい商品・製品開発の農商工連携に支援
・ 若者が全国から集う専門学校、各種学校等の誘致
ほか

********************************************************

