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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

12 月24 日 加田 幹男 様 宇美神社と縁切りについて 

12 月31 日 休  会  

1 月 7 日 休  会  

1 月14 日 奥宇賀町 メディソル㈱ 職場訪問例会 

1 月21 日 ホテル ほり江 18：30 ～  新年例会 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

45 36 9 (5)  90.00 % 82.93 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／園／山口／園山 

 （山根／牧野／木村／田中久／大谷厚） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 岸ガバナー補佐・平田グループ幹事 （出雲中央） 

■■■ メークアップ ■■■   

 12/17 大谷厚 （松江東）   
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 1 月 14 日） 田中久雄／遠藤 栄／福田磨寿穂 

（ 1 月 21 日） 原 泰久／原 孝士／堀江卓男 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   

月 
出雲中央 12/28（休）  

1/4（休） 1/25 2/29 

松江南 12/28（休） 

 1/4  1/25 

火 
出雲  12/29(休)  1/5(休) 

 1/19(休)  

松江しんじ湖  12/29（休） 

    1/5  1/26 

水 大社 12/30（休）  1/6 松江  12/30（休） 1/27 

木  － 
松江東 12/31（休） 1/28  

3/31（休） 6/23 6/30（休） 

金 出雲南 12/25（休） 1/8 1/22  － 

■■■ 会長挨拶 ■■■  

大切なものは目に見えにくい  

今日は岸ガバナー補佐、平田グループ幹事の来訪があった。 

本年の会議の参加への礼、又来年のご案内などを話された。 

今年最後の例会となった。会長として一生懸命に走ったつもりなのだ

が・・・。 少々ぬけた所もあり、反省しきりである。 

ロータリー研究会の本では、ロータリー会員は、身分の高い低い貧富に別

はない。政治家たるは論じない。寛大、忍耐、正義、親切、友情、親愛

を我らの知る最善の人々にその好意を伝えること・・・。と記されている。 

しかし礼儀については何も記されていない。 

アメリカ生まれのロータリークラブだからだろうか。 

礼儀とは自然に身につかない。“親の振り見て子は育つ”と云う。100 の内

1/2は家庭からであって、戦後の敗戦のショックで親は自信を失っていて昔

からの教えを伝えていない人々が多くいて、その子が次の世代に伝えてい

ない。 礼をつくす心、敬語が不安定（乱れている）。 

教育界で初めて言葉の乱れを重視し、礼儀と共に深い関心を示している。

私共会員として、例会場に入る前に受付当番がいる。胸につけるネーム

プレートを受け取る前に、にこやかに笑顔で挨拶をかわし、先輩、後輩を

問わず “御苦労さん” “今日もよろしく！” と声をかけ友情と親愛を示し

礼儀を表すこと。これも目に見えるようで見えない大切なことと思う。 

今年度最後の例会の言葉としたい。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

○ 出雲中央ＲＣ    1/25（月） 職業奉仕フォーラム（夜の例会） 

                2/29（月） → 28（日） Ｉ Ｍ 

          ビジター受付 11：30 ～ 12：30 事務局 

○ 松江ＲＣ      1/27（水） 松江4ＲＣ合同例会 

        ビジター受付 12：30 ～ 12：30 ホテル一畑 

○ 松江東ＲＣ     1/28（木） 松江4ＲＣ合同例会 

                6/23（木） 夜間例会 

         ビジター受付 12：30 ～ 12：30 ホテル一畑 

○ 松江南ＲＣ     1/25（月） 松江4ＲＣ合同例会 

         ビジター受付 12：30 ～ 12：30 松江エクセルホテル東急 

○ 松江しんじ湖ＲＣ 1/26（火） 松江4ＲＣ合同例会 

        ビジター受付 12：30 ～ 12：30 すいてんかく 

２．休  会 

○ 松江東ＲＣ    12/31（木）  3/31（木）  6/30（木） 

        ビジター受付  な  し 

 ○ 松江南ＲＣ    1/4（月） 定款第6 条により  

        ビジター受付 12：30 ～ 12：30 松江エクセルホテル東急 

○ 松江しんじ湖ＲＣ 1/5（火） 定款第6 条により 

      ビジター受付 12：30 ～ 12：30 すいてんかく 

３．青少年新春コンサートチケット配布 

   チケットの余分が数枚ありますのでご希望の方は事務局まで 

４．会費の引落し  1/5  54,000 円（1・2・3 月分） 

■■■ スマイル ■■■  

岸ガバナー補佐・平田グループ幹事 

    （来年2 月28 日には出雲中央ロータリークラブがホストクラブとして

インターシティーミーティング（Ｉ Ｍ）を開催します。皆様方にも多く

のご参加をいただきまして、ご協力の程よろしくお願い致します。） 

河原・清原 （岸ガバナー補佐、平田幹事ようこそおいでいただきありがと

うございます。加田様ようこそ！ スピーチ宜しくお願い致します。） 

大島卓・槇野・恒松・飯塚大・田中浩・持田稔・持田祐 

 （岸ガバナー補佐様、平田グループ幹事様ようこそいらっしゃいました。

加田様をお迎えして、本日はスピーチよろしくお願いいたします） 

飯塚詔・大谷良 

    （加田さんをお迎えして。今日はスピーチよろしくお願いします。） 

伊藤 （岸ガバナー補佐ようこそ。） 

大島治 （加田さん、岸先生ようこそいらっしゃいませ。） 

高砂 （岸ガバナー補佐様、平田グループ幹事様お久しぶりです。  

ガバナー補佐の後半のご活躍をお祈りします。） 

黒田 （岸ガバナー補佐、平田グループ幹事 ようこそ。） 

來間 （メリークリスマス！ 昨日は木綿街道にてプロジェクションマッピングを

行いました。その際に加田様にはサンタさんになって頂きました。） 

石原俊 （加田幹男様、ようこそお越しくださいました。 歴史ポケットや四十

二浦めぐりの番組にもご出演のご協力を頂き大変感謝しています。） 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「宇美神社と縁切りについて」 

  木綿街道振興会 副会長 加田 幹男 様 

近江国から来た小村一族・杉原一族が、現在

の地に熊野権現社を建てた後、平田屋佐渡守が

近隣 7 社を集めて、総氏神として奉ったのが宇美

神社の起源です。宇美神社の主祭神は布都御

魂神（フツノミタマノカミ）という宝剣の神ですので、

悪縁を切ってくれると考えられます。 

また宇美神社の中に伊弉諾命（イザナギノミコト）と伊弉冉命（イザナミノ

ミコト）を奉った「縁結神社」があり、イザナギが造りだしたとされる事解男命

（コトサカオノミコト）も奉られています。「コト」は夫婦の契り、「サカ」は離れ

るとの意であり、“離縁の神”・“諸々のけがれを切る神”とされています。 

切りたい縁には、昨今では

ストーカー・ギャンブル・借金

など、多々あると思います。 

また良縁を結ぶ前には悪縁

を切る必要があります。 

事解男命にお詣りいただき、

縁を切り新たな人生を歩んで

いただきたいと思います。 
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防犯標語入選作品 表彰式 

青少年奉仕委員会・社会奉仕委員会 

 

１２月１８日  於） 灘分小学校 
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歳末たすけあい募金      社会奉仕委員会   

12月3日忘年例会の際にご協力いただきました歳末たすけあい募金を

「万田の郷」・「るんびにぃ苑」に寄付いたしました（12 月24 日）。 

 

 

まんだの郷               るんびにぃ苑 


