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2010-2011 年度
国際ロータリー会長／ レイ・クリンギンスミス 会長／ 加藤 昇
２６９０地区ガバナー／ 小林 完治
幹事／ 持田 稔樹
■■■ 例会プログラム ■■■

例会日
11 月 25 日
12 月 2 日
12 月 9 日

■■■ 幹事報告 ■■■

卓話者
演題
鰐淵コミュニティセンター
韓竃(からかま)神社の話
センター長 高橋一夫 様
ホテルほり江 １８：３０～
忘年例会
会員 釜屋治男
数字のはなし

■■■ 出席報告 ■■■

会員数
38

出席者数
29

欠席者数
9 (3)

副会長／ 飯塚 詔夫
会計／ 黒田 昌弘

出席率
82.86 %

前回補正出席率
91.43 %

■■■ 欠席者 ■■■

木村／園山／來間／原光／黒田／堀江
（石原恵／山根／牧野）
■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
な し
***************************************************

昨日までに、次年度役員、理事の立候補・推薦がございませんでしたので、現
理事をもっ て指名委員と 致し ます。
■■■ 委員会報告 ■■■

プログラム委員会 （釜屋委員長） ： 12 月の例会予定の紹介
会員増強会員維持委員会 （園委員長） ： 会員増強について
■■■ スマイル ■■■

加藤昇・ 遠藤 （高橋鰐淵コミュニティセンター長をお迎えして。）
加藤喜 （高橋様ようこそいらっしゃいました。スピーチを楽しみにしてい
ます。）
飯塚大 （11/27～28 一畑薬師茶会をご案内いたします。）
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

「パワースポット『韓竃神社（からかまじんじゃ）』」
鰐淵コミュニティセンター センター長 高橋一夫 様

■■■ 次回例会受付当番 ■■■

（12 月 2 日） 清原正幸／小村益造／大島 治
（12 月 9 日） 黒田昌弘／大谷 孝／園 裕
■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
（出雲）
月

出雲中央 12/20

火
水

出雲 12/14 12/28(休) 1/4(休)
大社 12/8 12/29(休)

木
金

（松江） 赤文字 例会変更
松江南 12/20 12/27
1/3 1/10(休) 1/24
松江しんじ湖 12/21
松江 12/15 12/29
松江東 12/16 12/23(休)
12/30(休)

出雲南

■■■ 会長挨拶 ■■■

昭和４５年の今日、当時は大学生でしたが、私の誕生日と言う事で学
生仲間数人が鍋を囲もうと集まりました。当時のアパートにはテレビ以外
何も無いところでいたが、テレビから作家の三島由紀夫（敬称略）が市ヶ
谷の駐屯地（現在の防衛庁本庁）で、バルコニーから檄文を撒き「クーデ
ター」を促し失敗し割腹自殺を図った旨のニュースが流れました。
当時は４４年の東大入試がなくなるなど、学生運動が盛んでした。
４５年は「大阪万博」が開催され、日本の経済が上昇していく反面、第
３次佐藤内閣でしたが「よど号ハイジャック」があり、日本の針路に対する
学生運動が各大学で勃発していました。
４７年の「浅間山山荘事件」へと続いて行きます。
「ノーベル文学賞」候補でもあった作家三島由紀夫は「楯の会」を結成
していましたが、私が思うに彼の美意識と政治的行動が交錯した英雄的
な死を描いてゆくのを感じとってはいましたが、こうした行動を取った事には
当時大変なショックを受けたのを覚えています。
没後４０年になります今年も各地で「憂国忌」が営まれております。

１．鎮座地 出雲市唐川町字後野４０８番地
２．祭神 素盞嗚命
３．由緒 出雲国風土記（７３３年）韓銍社（からかまのやしろ）
延喜式神名帳（９２７年）韓竃神社（からかまのかみのやしろ）
雲陽誌（１７１７年）智那尾権現（ちおごんげん）・素盞嗚命を
祀る云々
４．その他 １９８３年「式内社調査報告」・・・皇學館大學出版部
１９８４年山陰中央新報｢ 荒神谷遺跡銅剣の謎を推理す
る」・・・速水保孝氏
※韓竃神社は、唐川町５３戸の氏神、拝殿は集落の中（お茶
の里唐川館の上）にあり、一般的な祭典は拝殿で執り行われ、
氏子は拝殿へ参拝する。

５．韓竃神社がパワースポットとして全国から脚光を浴びるようになった訳
１９９７年
朝日新聞カメラマン白谷達也氏、記者・編集者古澤陽子氏が、唐川
の里・韓竃神社を知り撮影および取材を開始
２００９年
１月、白谷氏・古澤氏が写真集「唐川びとへ」を出版
２月、白谷氏・古澤氏が東京六本木で「唐川びとへ」の写真展を開
催
３月、白谷氏・古澤氏が島根県立美術館で「唐川びとへ」の写真展
を開催
４月～２０１０年３月、白谷氏・古澤氏が朝日新聞に「唐川だより」を
連載
２０１０年１月・・・「ヨネスケの山陰の旅」で全国放映（日本テレビ系）
２０１０年４月～・・・映画「レイルウェイズ」の俳優、中井貴一さん、三浦
貴大さん、佐野史郎さん達が韓寵神社を訪れ各番組で全国へ
紹介
２０１０年７月・・・「秘密のケンミンシヨー」で全国へ紹介

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

一畑薬師 お茶会に出席させていただいて
会 員

河 原 治子

秋も深くなったこの季節に一畑薬師の恒例の茶会が催され、ロータリーク
ラブの有志の方々と一畑寺へと向かいました。途中すばらしい山々の色ど
りに魅せられながら・・・。
「たしか、いつもはもっと早い九月頃であったような気がするナァー
この紅葉の頃の方が一層よいのではないか・・・」 など話をしている間
に一畑寺に到着。時間はあいにく十二時であった。
茶会に十二時とは少々失礼ではないか。
ではどうする！ 門前にはそば屋があるではないか。
“いざ鎌倉へ！”では・・・・・なく “いざそば屋へ！”となる。こんなことは
すぐにまとまる。月見とろろそばを注文し、そのおいしかったこと。まだまだ不
足の御仁もあって割子そば十枚 !! など意気さかん。
そのそば屋の窓からの眺望がすばらしくてつい、つるつるとお腹の中へおさ
まってくれる不思議さ。
茶会へ身も心も整えてまず寄付きの床を拝見(つるし柿に賛のお軸)
本席の床・花入・香合・釜・水指とお道具を観せていただきました。
一畑薬師管長様、奥様のお心遣いで特別なお茶室にまでご案内いただ
き、日頃忙しくしている身にはまことにすがすがしく心が洗われる思いでお
茶をいただきました。
よい日和、よきお茶席にロータリーのよきお友達と御一緒出来たことに
感謝した一日でございました。

一行 大島卓爾会員 高砂明弘会員 小村益造会員 河原治子会員

