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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 

7 月 26 日 
出雲市役所 政策企画課 

ｼﾞｵﾊﾟー ｸ係長 荒木真一 様 

「島根半島・宍道湖中海 

ジオパークが目指すもの」 

8 月 2 日 ホテル ほり江  18：30～ 納涼例会 

8 月 9 日 
出雲文化伝承館  

副館長 藤原 隆 様 

没後200 年 松平不昧 
－ 茶と人となり － 

■■■ 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 29 16 (5)   72.5 % 89.74 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

小汀／原泰／持田祐／釜屋／飯塚俊／石原俊／原伸／松浦 

山口／曽田／園山 （山根／牧野／遠藤／大谷厚／岩浅） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

 森山（出雲南） 

■■■ メークアップ ■■■  

 7/25 飯塚詔・日野（大社） 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（8 月 2 日） 大島卓爾／恒松克己／内田節夫 

（8 月 9 日） 杉原朋之／山口 弥／遠藤 栄 

■■■ 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  7/30(－)  8/13(－) 

9/10 
松江南  8/13  8/20  9/3   

火 出雲    松江しんじ湖 8/14  9/4  9/18

水 
大社  8/22   

   8/8・8/15・9/19・9/26(－) 
松江  8/15  9/5   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 9/6  8/16・9/27(－) 

金 
出雲南  8/10(－)  8/24  

8/31(－) 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

小汀会長が欠席ですので副会

長としてご挨拶いたします。 

昨年は 3 つのお宮の工事をいた

しましたが、その中の一つで、「神

様をだましたようなかたちで」仕

事をしました。 

それは、岡本町の多太神社の

「随身門」の工事中に、本殿の

千木が外れ落ちかけ、危険な状

態になりました。 

宮司さんと相談した結果、「職人

さんに鳥の羽を付けて、屋根の上で仕事をして下さい」と言われました。 

本来は、出遷宮をして、神様の居ない時に仕事をするのが本当ですが、そ

んな時間がありませんでした。 

要は神様が一番偉いのに、人間が神様の頭の上を歩いては困るので、人

間ではなく「鳥」に見立てて仕事をするのです。 

また住宅では、仏壇や神棚の天井裏に「空」と書けば、２階を作って人が歩

いてもいいとも言います。 

あるとき、神様が「わしの頭の上にある屋根のようなものは何じゃ」と聞かれた

時、「それは雲です」と答えたそうです。 

あるいは、「水」だったり「鳥」だったり「龍」だったりします。 

神様の頭の上に人間が作った屋根があってはいけないのです。 

実際に、お宮の屋根には「雲の彫り物」があちこちにあります。 鬼板の鰭(ひ

れ)や、母屋鼻、桁鼻などに付いています。 

昔は「飾り物の彫刻」でしかなく、腕の競い合いかと思っていましたが、どうも

違っていました。 

また、出雲大社の天井には「八雲絵図」があり、七つの雲が描かれています

が、七つでも「八雲絵図」といいます。 

別に八つの雲を描こうとしたのではないと私は思います。 

「八重に重なった沢山の雲」あるいは、「ものすごく広い空」の意味で書かれ

ていると思います。 

あるいは、七つの雲の絵と屋根の形に似た雲が一つ、足せば八つになるので

はないかと私は思っています。 

薬師寺の西塔を建てた「西岡常一」さんが、「神佛を崇めずして、伽藍社頭

口にすべからず」と本の中で言っています。 

神様や仏様を信じていないものが、そんな建物に手を掛けるなと言っていま

すので、それを知ってから神仏を崇めるようにしています。 

小汀会長が宮司と言う事で、神様つながりのお話をさせて頂きました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

○ 出雲中央ＲＣ   9/10（月） 月見例会 

  ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

２．会費の引落  8/2  54,000 円 （7・8・9 月分） 

３．出雲中央ＲＣより 「全国ロータリークラブ親睦卓球大会ｉｎ出雲」 

ご案内の配布 

■■■ 委員会報告 ■■■    

プログラム委員会 ： 8 月例会プログラム予定表配布 

■■■ スマイル ■■■   

森山 （小汀会長、來間幹事他役員の皆様 一年間ご苦労さまです。 

飯塚管長様、先日は九曜会総会にすばらしい講演有難うございま

した。皆様よろこばれました。） 

槇野 （出雲南ＲＣ森山宗育先生のご来訪を歓迎して。） 

恒松 （森山先生いつもお世話になります。 失礼ですが、本日所用の為

宗春の会、欠席します。） 

河原 （暑い中森山宗育先生ようこそおいで下さいました。 

又、講師の荒木様、ジオパークのお話をお聞きしたく思います。） 

飯塚大 （森山宗育宗匠ようこそいらっしゃいました。先日は大変お世話にな

りました。） 

佐々木 （森山先生、例会へようこそお出かけ下さいました。 例会後は小

学校での行事があるため、残念ながら宗春の会は失礼させていただ

きます。） 

持田稔 （荒木様、本日はスピーチよろしくお願いします。 森山様ようこそ！

早春の会、よろしくお願いします。） 

來間 （本日小汀会長は鹿島神社の夏まつりにて欠席されています。持田

副会長、さっそくの代理お願いします。 本日スピーチ荒木様、よろ

しくお願いします。森山宗育先生ようこそいらっしゃいました。） 

荒木様よりスマイルを頂戴いたしました。 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「島根半島・宍道湖中海ジオパークが目指すもの」 

出雲市役所 政策企画課   

 荒木真一様      

ジオパーク活動を通して実現したい

ことは、次の３点です。 

①自然遺産の保護保全、科学や

防災等の教育、地域資源を活

用した持続的な地域づくりを推

進する。 

②大地の成り立ちや育まれてきた

歴史文化を深く学び、見つめ直

すことを通して、故郷の価値を子

供たちに伝える。 

③国内外から訪れる多くの観光客

にジオパークの魅力を伝え、観光

客を島根半島等に周遊させるこ

とで、地域活性化を図る。 

 

・社☆ガール ガイド部（美保関） 

歴史文化、ジオパークの学習を重ねて、美保関のガイドを1人500円

で行っている。 

・ミサキどっと Come（こむ）の日御碕観光ガイド 

 ジオの要素を加えて 500 円で今年の 3 月から毎土日に実施している。 

・ジャイアント松江店と一畑電鉄とも連携してジオパークサイクリングコー

ス作成 

ジャイアント松江店前から自転車持ち込み可能な一畑電車に直接

乗り込みできる。 

・カヌ―ツアーの運営（ガイナカヤックス） 

島根半島をカヌーで巡るツアーを行っている。1 日 1 万円。 

・ダイビングショップ AQUA 工房 

・あごすくい体験（飛び魚） 

 美保関のジオツアーに体験プログラムとして連携している。 

・ジオツアー定置網体験 

 島根半島ジオツアーに連携する定置網体験を提供する。 

・出雲そば食通ツアー 

 名物そばを巡るツアーを行う。 

・食の魅力・特産満載のジオツアー 

・シーグラスの商品化及び販路整備 

 海辺に打ち上げられたガラス片をこうや電気窯（島根町加賀）にて小さ

なシーグラス陶器にし、ジオ商品を販売する予定の八百万マーケット

（玉造温泉）で販売する。 


