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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 

11 月10 日 
出雲市 市民文化部 

文化財課 学芸調整官 

花谷 浩 様 

ふるさと出雲の宝 浮浪山鰐淵寺

11 月17 日 
出雲税務署 

署長 片岡 絵里 様 

マイナンバー制度は何のため？ 

 ～ 国税分野での利用 ～ 

11 月24 日 
平田中学校 吹奏楽講師 

古川 慎治 様 
 

■■■ 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

43 37 6 (3)  92.50 % 87.50 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／持田稔／山口 （山根／牧野／田中久）  

■■■ メークアップ ■■■   

10/29 田中浩・曽田 （地区大会）   

10/30 田中浩・曽田・河原・石原俊・石原輝・釜屋・清原・大島卓・

大谷厚・佐々木・杉原・高砂・土江・恒松 （地区大会） 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（11 月 24 日） 田中久雄／黒田昌弘／來間 久 

（12 月 1 日） 持田稔樹／槇野良文／三好洋平 

■■■ 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 11/21（－）  12/26   

H29 2/20（－）   
松江南   

火 
出雲 11/22(－)  12/13  12/27(－) 

    1/3(－) 
松江しんじ湖  11/15 

水 大社  松江   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東   

金 出雲南   

■■■ 会長挨拶 ■■■   

先般の地区大会にご参加いただきありがとうございました。会場の美保

基地では天候にも恵まれ、飛行機が大好きな私にとっては最高のシチュ

エーションであり、茶道裏千家の家元の千玄室様のご講演を前夜と２回

にわたって拝聴し心に染み入るものがありました。 

さて、ロータリークラブもかかわりの深いアメリカの大統領が大方の予想

に反して、トランプ氏は当選し世界の天地がひっくり返るくらいのビッグニュ

ースが世界を駆け巡りました。選挙中は過激な発言で物議を醸し、メキ

シコとの国境に壁を建設する、イスラム教徒の入国を禁止する、日本での

米軍の駐留経費を全額負担させるなど、程度や次元は異なっても中東

のイスラム国を想像させると評した人もいます。予想はヒラリー候補の当選

を予想していたしていたためでしょうが、新聞の一面はトランプ氏の笑顔と

ともに、頭を抱えたり涙を流す写真が印象的でした。アメリカは初代大統

領のワシントンが 1789 年に就任してから 45 代のそうそうたる、アメリカはも

とより世界に名を遺した大統領が名を連ねます。建国から200年余りの世

界では新しい国ですが、大国であるアメリカのかじ取りをとったトランプ大統

領がいかなる政策を打ち出すか世界が注視することになります。 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．平田商工会議所より 

就 任  会  頭  大谷厚郎様   副会頭 飯塚俊之様    

専務理事 立石康夫様 

退 任  前会頭  大島  治様   前副会頭 二瀬武博様 

前副会頭 高砂明弘様 

ご挨拶状をいただきました。 

２．庄司地区ガバナー、岡空地区代表幹事、黒田地区大会実行委員

長より地区大会出席のお礼状を頂きました。 

３．地区大会において表彰 

米山記念奨学会 2015-16 年度末  

普通寄付金・特別寄付金合計累計額 「1000 万円達成クラブ」 

2015-16年度 年次基金への寄付1人当たり150ドル以上達成クラブ 

４．ＩＭ（Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ）開催のご案内 

  日  時    2017 年2 月19 日（日） 13：00～17：30 

  会  場    ホテル一畑 

  登録料      ７,０００円 

  出  席    特に入会5 年未満の方、是非ご参加下さい 

出欠表は後日回覧いたしますのでＩＭ日程ご予定おきください。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席・親睦委員会 ： 

11月の会員誕生・伴侶誕生・ 

結婚記念 祝い 

忘年例会のご案内 

12 月1 日（木） 「ゆらり」 

■■■ スマイル ■■■  

田中浩・小汀・大谷厚・來間・持田祐・三好 

 （花谷様、本日はようこそいらっしゃいました。スピーチよろしくお願い

致します。） 

大島治 （平田商工会議所会頭を退任しました。） 

高砂 （この度無事会議所役員を終えることができました。長い間ありがと

うございました。） 

大谷厚 （この度、平田商工会議所会頭に就任致しました。どうぞよろしく

お願い致します。） 

小汀 （11/29・30 と私が奉仕します鹿島神社の遷宮行事を無事終える

ことができました。ご支援、誠にありがとうございました。） 

槇野 （大島治会員、高砂明弘会員両氏には商工会議所正副会頭を

退任されました。長い間大変お世話になりました。心より感謝申

し上げます。） 

曽田 （大島様、高砂様長きに渡り商工会議所の活動ご苦労さまでした。

大谷会頭、飯塚副会頭の今後に期待します。） 

原泰 （商工会議所、新任の大谷会員、飯塚会員おめでとうございます。

退任の大島会員、高砂会員ご苦労さまでした。） 

佐々木 （地区大会出席の皆さんお疲れ様でした。 来年は１０月２２日

倉敷です。） 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「ふるさと出雲の宝 浮浪山鰐淵寺」 

    出雲市 市民文化部 文化財課 

学芸調整官  花谷 浩 様 

  

１． はじめに 

島根半島の西部、「北山」の山並みに抱かれその寺はある。「紅葉の寺」

「弁慶の寺」で知られる浮浪山鰐淵寺です。山腹をひな壇状にした急傾

斜の境内には、根本堂や摩多羅神社、本坊などが並び南方には清冽な

水を落とす浮浪滝がある。だが、季節や伝説に彩られた姿、それ以上にこ

の寺の歴史は魅力的だ。伝えによれば、飛鳥時代（1400 年前）智春上

人が造ったといい、推古天皇の眼病を治したことが寺の起こりという。 

平安時代末（1153 年頃）4 人の僧が写経を石の容器に納めて浮浪滝の

蔵王権現に奉納した。滝周辺の山中（鰐淵山）で修行する行者たちの行

いであった。「鰐淵」は出雲のみならず、遠く京までその名を響かせていた。

京都で流行した歌の詞（ことば）を集めた本に「日の御碕」とともに「鰐淵」

と詠われているのがその証である。鎌倉時代初めには、塔や仏堂が建って

「鰐淵寺」としての体裁が整ったらしい。全国の修行僧たちが拠点の一つ

としていた比叡山延暦寺との関係が深くなり、その「末寺」へと発展して出

雲における天台宗の頂点を占めるようになる。園頃の鰐淵寺は北院と南

院に分かれており、北院は千手観音を、南院は薬師如来を本尊とする独

立的な集団だったらしい。 

両院の対立は室町時代初期（約 700 年前）には南北朝の争乱と直結し

てしまい、ついには 1326 年に焼失した堂塔の再建が頓挫する事態へと至

ってしまう。これに窮した鰐淵寺では両院の統一を議し、全山の僧侶が署

名し和合を誓った（1355 年）その統合の象徴が両院の本尊を合せ祀る新

たな仏堂、根本堂だった。 

 

２． 鰐淵寺の歴史と文化財 

（1）創建と時代区分 

以下省略 

（2）鰐淵寺第1 期堂塔と僧坊 

以下省略 

（3）鰐淵寺第2 期の堂塔と僧坊 

以下省略 

 

３． おわりに 

① 鰐淵寺は、古代から現代までの出雲の歴史に、文字通り「寄

り添ってきた」寺院である。 

② 出雲北山という島根半島の自然と風土が、この寺を育んだ。 

③ 多数の寺宝を伝える。寺に残された古文書群だけで年表が

書ける寺院は地方では類例がない。 

④ 江戸時代にも高い寺格を保ち､近代に至ってやや衰微したも

のの、中世期の姿をほぼ維持する。 

⑤ 広大な寺域を保っており、今後さらに調査を進めることにより、

大きな発見が期待される。 

 

■■■ 国際ロータリー第２６９０地区 地区大会 ■■■ 

本会議  28 年10 月30 日（日）  於） 航空自衛隊美保基地 

 

  

  

 

 
東京御苑ＲＣの皆さんとバナー交換 

（左から２人目 河野坦司会員 ～ 元 福島西ＲＣ） 


