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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 高砂 明弘    副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造    会計／ 伊藤 義徳

■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

5 月 20 日 持田 稔樹 会員 会員スピーチ 

5 月 27 日 ゴビウス 寺岡 誠二 様 島根県の両生は虫類 

6 月 3 日 飯塚 大幸 会員 
ブッダの旅～ 

インド仏跡巡拝～ 

■■■ 出席報告 ■■■ 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率 

36 24  12 (3) 72.73 % 96.88 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園山／原孝／大谷／石原輝／黒田／福田／小村／大島治／平野 

 （石原恵／山根／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

5/７ 大島卓・大谷・田中祥 （出雲南） 

5/11・14・17 恒松・内田 (出雲・出雲南・出雲中央) 

5/12 田中祥 (大社) 

5/19 恒松 (大社) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（5 月 27 日）  持田稔樹／園  裕／園山 繁 

（6 月 3 日）  内田節夫／杉原邦彦／田中久雄 

■■■ 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 

月 出雲中央 6/21 6/28（休） 月 松江南ＲＣ  

火 出雲ＲＣ 6/29 火 松江しんじ湖ＲＣ  

水 
大社ＲＣ 6/9 6/23 

 6/30（休） 
水 松江ＲＣ  

  木 松江東ＲＣ 5/20 6/24 

金 出雲南ＲＣ    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

只今、夏場所の最中、我が町国富から名力士が出ている。今日

はこの力士について話します。 

名前は鼓ヶ滝（寛政５年（１７９３）－明治３年（１８７０））。幼少

から怪童と言われ、力士となった。後に縣神社の参道に石灯籠を寄

進している。彼は、江戸に出て岩見潟（六代目小野川）の弟子とな

り、番付表にその名が出たのは２２才の文化１１年（１８１４）１１月で、

西序二段十六枚目、四股名は「大蛇山虎蔵」その後、四股名を

「大蛇山虎吉」。「大蛇山虎五郎」と改め、文政７年（１８２４）に「鼓

ヶ滝調右衛門」と改めている。地位は文政５年（１８２２）に三段目、

同８年に同筆頭。同９年に幕下と昇進した。 

 その後複雑な事情が有って、文政１２年（１８２９）１０月場所限り

で引退して松江に帰る。松江に帰ってからは、頭取（親方たちの親

方と言うべきもの）となり、天保４年（１８３３）１０月１３日～２２日の

大相撲松江興行の時の番付表では東頭取三枚目「鼓ヶ滝調右衛

門」となっている。 

 同６年２月に師匠の六代目小野川嘉平治が没して再び江戸に上

京し、その後継者として七代目「小野川」を襲名して世話人となった。

同１０年（１８３９）６月には頭取に昇格し「小野川嘉平治」を襲名し

た。 

 その後頭取騒動で辞職し、松江に帰る。明治３年（１８７０）５月に

松江で永眠する。 

 この鼓ヶ滝調右衛門が、出世を祈願して縣神社の参道に石灯籠

を寄進したのは、文政１１年（１８２８）の春２月であった。神社に向

かって左側の灯籠がそれであり、台座正面に横書きで「鼓ヶ滝」と刻

まれている。 

 「鼓ヶ滝」は、灯籠寄進の年の秋には最高位まで上がったが、翌年

引退し、右の灯籠の寄進は果たせなかった。 

 

 

 

 



■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

大社ＲＣ 6/9(水) 6：30～ 早朝例会 （神光寺にて座禅例会） 

         6/23(水) 18：30～ 夜間例会 (今期最終例会 日の出館) 

  ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

出雲中央 RC  6/21(月) 家族同伴最終例会 

  ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

出雲 RC  6/29(火)  18：30～ 夜間例会  ホテル武志山荘 

  ビジター受付 11：30～12：30  ホテル武志山荘 

２． 休  会 

大社 RC     6/30(水) 定款により 

出雲中央 RC  6/28(月)   〃 

３． 岡山後楽園 RC より創立 20 周年記念誌を頂きました。 

４． 一般社団法人ロータリーの友事務所 設立のご報告 

   ロータリーの友事務所が法人化されました。(2010 年 5 月より) 

５． 事務局 休局   5/25(火) 事務局員所用のため 

新入会員候補者の紹介 

  来間  久様 S44．3．12生(４１) 山陰銘産くるま屋生姜糖本舗 代表 

  木村文彦様 S40．12．29 生(４５) ㈲ 木村鉄工所 製造部長 

クラブ細則第１3 条第 5 節により、異議のある方は本日より 7 日以内に書面

をもってお申し出下さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

社会奉仕委員会 （飯塚大委員長） ： 風車公園整備計画の断念について 

■■■ スマイル ■■■ 

高砂 （恒松克己会員のご子息様ご結婚おめでとうございます。 

   アコルデ・ソーン 素晴らしい歌声でした。） 

恒松 （息子の結婚にお祝いをありがとうございました。 ガバナー補佐と

して出席しました 5 クラブ会長幹事会 ５回目が終わりました。 

高砂会長、会社の増収増益おめでとうございます。ロータリーのご縁

もお役に立ったのではないでしょうか。ロータリーには NO は無い。良

いことがあります。） 

園 （先日はロータリーコーラス隊がお騒がせしました。 本日は少し早め

に失礼させていただきます。） 

佐々木 （福田副ＳＡＡに代わって，副ＳＡＡを努めました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

住宅エコポイントについて 
 

持田 稔樹 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 


