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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 

2 月 1 日 
平田一式飾保存会 

加納 英雄 様 
平田一式飾り 

2 月 8 日 会 員  田中 浩史 ルーマニア紀行 

2 月 15 日  休 会  

2 月 22 日 職業奉仕委員会 優良者表彰 

■■■ 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

44 26 18 (5)   66.67% 85.37 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／石原俊／石原輝／大島淳／杉原／高砂／園山 

（山根／牧野／遠藤／大谷厚）  

■■■ 来訪者 ■■■   な し 

■■■ メークアップ ■■■  

 1/31 田中浩 （松江） 
 ************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（2 月 8 日） 田中久雄／久家正義／槇野良文  

（2 月 22 日） 山口 弥／三好洋平／小汀泰之  

■■■ 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  3/19(－)  4/9  4/23(－)  

5/28(－)  6/18  6/25(－) 
松江南     

火 
出雲  2/13(－)   2/20  3/13  

3/20(－)  5/1(－) 
松江しんじ湖  2/13 

水 大社  2/7  2/14(－) 松江    

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東     

金 出雲南      

■■■ 会長挨拶 ■■■   

 今日から 2 月になりましたが､1 月の職業奉仕月間に因み､私の職業に関

するお話しをさせていただきます。 

 主たる仕事は､来院される患者さんや在宅・施設患者の診療であり､その

ほとんどは保険診療です。カゼ・インフルエンザ・ケガなど､現時点で困る病気

のほか､症状はないものの､良くない状態をこのまま放置することで将来重大

な問題に繋がるいわゆる生活習慣病などの病気が多くなっています。 

 今年 4 月には､2 年ごとの診療報酬改定が決まっていますが､保険診療の

内容はすべて国で決められています。診療行為や検査・手術､薬の費用ま

でひとつひとつ決まっており､医科診療報酬点数表という 950 ページに及ぶ 1

冊の本に記載されています。この中には､医療機関が保険診療をおこなうに

あたって､しなければならないこと､してはいけないこと､できること､できないこと

が記載されており､さまざまな制約の中で患者診察をおこなっています。 

 予防接種や健康診断は健康保険による保険診療の対象外です。また「イ

ンフルエンザ患者の家族などに対する抗インフルエンザ薬の予防的投与」を

初め､治療のための薬であっても決められた目的以外に使用する場合は原

則､健康保険の対象外となります。 

 診察時に持参していただく健康保険証に記載されている自己負担割合分

をお支払いいただきますが､残る金額は､診療報酬明細書いわゆるレセプト

を患者さん毎に毎月作成し､審査機関でのチェックを経て加入されている保

険者に請求しています。 

 保険診療を提供するためには､保険医の登録をします。また保険医療機

関の登録も必要です。保険請求上の重大な過ち・不正を犯した場合には､

保険医療機関や保険医の取り消しという致命的ともいえる行政処分がおこ

なわれる場合もあり､患者さんの健康を守りつつも､健康保険制度を適切に

運用するという役割も果たさなければならないジレンマも､時にあります。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．ロータリーレートの変更   2/1 より  １ドル１１０円 (現行 １１４円) 

２．ＩM ご出席の皆様 (登録者１９名) 

   2/18(日) 13：00～17：40 大田 (島根県立女性参画センターあすてらす) 

集合場所  平田商工会議所 (マイクロバス) 

集合出発  １０時３０分  (会場付近で昼食) 

３．例会変更 

   ○出雲中央RC  4/ 9(月) 花見例会 

           6/18(月) 家族同伴最終例会 

     ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

４．休  会 

   ○出雲中央RC  3/19(月)・4/23(月)・5/28(月)・6/25(月) 

     ビジター受付  な  し 

   ○松江しんじ湖RC  2/13(火) 定款による 

     ビジター受付 12：00～12：30 すいてんかく 

５．会長エレクト研修セミナー （ＰＥＴＳ） 開催のご案内 

   日  時   3 月3 日（土）  受 付  13：00～ 

           3 月4 日（日）        12：20 終了 

   会  場   ホテルグランヴィア岡山 

     当クラブ 小汀泰之会長エレクト出席致します。 

６．池上 正ガバナーより 2018-2019 年度地区ガバナーノミニー 

（2020-2021 年度ガバナー）として 

菊池 捷男 氏（岡山西ＲＣ）を正式決定宣言がありまた。 

７．熊平雅人様（東京RC）より「抜粋のつづり77」を頂きましたので配布致し

ます。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席・親睦委員会： 2 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い 

プログラム委員会： 2・3 月の例会プログラム予定表配布 

職業奉仕委員会 ： 職業奉仕賞候補者推薦のお願い 

             提出締切  2/15（木） 

             表 彰 式   2/22（木） 

情報・雑誌委員会： ロータリーの友2 月号の紹介 

 

 



■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （平田一式飾り保存会 加納英雄様、本日のスピーチよろしくお願

いします。） 

曽田 （加納様、本日は忙しいところありがとうございます。スピーチ宜しくお

願い致します。 インフルエンザ A 型 B 型が流行しているようです。

皆様も手洗い、うがい、マスク等で予防をして気を付けてお過ごし下

さい。） 

恒松･飯塚詔・内田・來間 

 （加納様、ようこそいらっしゃいました。スピーチ楽しみにしています。） 

田中久 （平田一式飾大先生加納氏を迎えて、一式飾りでは日本一の技

術の持ち主です。） 

槇野 （本日のスピーカー加納英雄様を歓迎して。お話を楽しみにしていま

す。） 

加藤 （加納さんようこそいらっしゃいました。スピーチ楽しみにしています。又

長い間のご苦労に感謝します。） 

飯塚大 （2/13～21 までインド仏跡巡拝の旅へ行って参ります。ガヤロータリ

ークラブに MU し、眼鏡を約1,400 個贈呈してきます。） 

三好 （加納様、本日はスピーチよろしくお願いします。１月は出席できませ

んでした、すみません。今月からがんばります！） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「平田一式飾り」   平田一式飾り保存会 加納 英雄 様 

 皆様のほとんどが平田の方な

ので、一式飾りの起源、歴史

はよくご存知だと思います。今

日は一式飾りの製作時の裏話

等についてお話したいと思いま

す。 まずは、フラメンコの製作

にあたってネットで写真を入手

し、写真を見ながら女性の踊り

子の特長である、指先､腰のく

びれ等の格好を家内に真似させ、立体的なイメージを頭に入れ製作し

たりしました。三代目の海老製作時には、魚屋で伊勢海老を購入参考

に製作し、又、三浦じゅん賞を受賞時に、本町展示館でニコニコ動画収

録のおりには、アニメキャラクター名の正式名称は使用せず。意匠登録

に触れるため、私たちも勉強になった。 

 NHK 国際放送４日間収録（放送時間３０分)時期は７月暑い時に服

装は毎日同じ服装で願いますと言われ、毎日終了後洗濯と相成りまし

た。以上のような、苦労もありますが、いつも達成感があり満足しておりま

す。ロータリークラブは、見るところ若い人もたくさんいらっしゃるようですが、

一度一式飾りを体験してみませんか？ 

斐川町でも一式飾りがあります、出雲縁結び空港も斐川町です、そ

の空港に飾りを展示することになり町保存会に了解頂き、県の要望が

古代の婚礼をと言われ、見たこともないものを戸惑いながら承知し技術

部皆で検討しスサノオと稲田姫の婚礼に決定製作しました。 

平田一式飾保存会も結成５０周年を迎えますので、一層のご支援お

願いします。 

【平田一式飾りとは】 

その名称が示す通り、身近な生活用具である､陶器、仏具、金物、

自転車部品等その一式で、神話、歴史上の人物、おとぎ話やテレビ等

で、話題になったものなど一場面を独特な発想・技巧を凝らし飾り競う

平田地域の民俗芸能です。一式飾りは、一種類のもので飾らなければ

ならないことですが。陶器なら陶器だけという場合と、仏具、金物等用途

が同じものを一種類とみるものの二つの考え方があります。また、不文律

ではありますが、材料に穴を開けたり、変形させたり、着色したりしてはい

けないことになっています。 

【一式飾りの起源】 

平田寺町の「一式飾史要」によれば、宝暦２年（1752 年）に当地方

に悪疫が流行した際に、天神の御神幸（おたび）が行われることによって

退散したと伝えられています。寛政年間、天神の信仰にあつかった寺町

の住民で表具師の桔梗屋十兵衛は、悪疫の有無にかかわらず、天神

の御神幸の祭典が恒例になるように、かつ寺町への神輿の御腰掛を祈

願したところ､寛政５年（1793 年）これが叶ったので､獅子で神輿を迎え、

茶道具一式で「大黒天」を飾って神慮をなぐさめ奉ったといわれており、こ

れが一式飾りの起源とされています。それ以来、平田天満宮周辺の町

内が奉納するようになったと伝えられています。 


