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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 

9 月 27 日 

島根県東部農林振興センター 

課 長  福田 光芳 様 

出雲市役所 三代 正幸 様 

三島 さわこ 様 

「産学官連携による 

出雲産小豆の生産振興」 

10 月 4 日 
出雲市森林組合 組合長 

会員 高砂 明弘 
「森林組合の現状と課題」

10 月11 日 休 会  

10 月18 日 
柿壺㈱ 

代表取締役 小松 正嗣 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

45 32 13 (5)  80.00 % 
9/6  87.80 % 

9/12  71.05 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

 原伸／日野／飯塚俊／石原俊／三好／大谷良／園山／曽田  

 （山根／牧野／遠藤／岩浅／大谷厚） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 森山（出雲南） 

 9/13 福間（出雲） 吾郷・山本（出雲南） 中村・池淵（出雲中央） 

      堀江・中田・溝本（松江しんじ湖）  紀野（松江） 

 9/20 槇野・石飛・山田・山本・川上・塩野・石田・福田 

竹内（出雲南）  岡（出雲中央）  後藤（松江） 

中田・古安・堀江・溝本（松江しんじ湖） 

■■■ メークアップ ■■■   

 な し 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（10 月 4 日） 大島淳司／石原輝男／板垣文江 

（10 月 18 日） 大島卓爾／伊藤義徳／釜屋治男 

■■■ 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 10/15  10/22(－) 松江南  10/29  11/19   

火 出雲   
松江しんじ湖  10/9  10/30  

11/20  

水 
大社  10/10(－)  10/17  10/24  

10/31(－)   
松江  10/31   

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東  9/27(－)  10/18  

11/22 

金 出雲南  10/26(－)  11/2  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

みなさんこんにちは。 

 先先週水曜日 12 日には大社ロータリークラブとの合同での末長ガバナー

公式訪問例会が行われました。沢山の会員の皆様にご出席いただきありが

とうございました。 

 さて、私は9月16日（日）17日（月）と奈良の春日大社にお参りに行ってき

ました。平成30年春日大社創建千二百五十年奉祝行事に錦田宮司率い

る万九千・立虫神社神楽社中が招待され、その皆様 25 名に随行しての旅

でした。 

 

 

 春日大社の根本縁起『古社記』によれば、神護景雲二年(768)11 月9 日、

称徳天皇の詔により、現在の地に社殿が創建されたことが記されており、本

年は創建千二百五十年を祝し、9月21日には奉祝祭を斎行、また9月15

日から 24 日までの 10 日間は、毎日奉祝行事が催行されました。 

 今回の出雲神楽は 16 日夕べの開催で、神楽三段の奉納があり、うちメイ

ンは「荒神(こうじん）国譲り)」でした。奉納場所は、春日大社直会殿となって

おり錦田宮司は、直会殿とは名前もふさわしいと喜んでいました。直会殿は、

本殿入り口の楼門と本殿 4 社前の広場を特設会場にして 300~400 人近く

の方がご覧になっており、宵闇が迫ってくる午後 6 時には、回廊の万灯籠に

火が入り、神楽殿が照明で浮き上がる中、2 時間の熱演。新聞での掲載案

内もあったとのことで、沢山の方が出雲の神楽文化に触れられた一時でした。

私も、じっくりゆっくり観るのはなかなか機会がありませんでしたので、最高の

舞台での神楽を楽しませてもらいました。 

 この平田にも、出雲国風土記に記された古社が沢山あります。そこには、

伝統の神楽や神事が残っています。これらが、引き継がれていくことを切に願

うところです。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

   ○大社RC   10/17(水)  職場訪問例会  12：30～ 

 会場：島根県立古代出雲歴史博物館 

            10/24(水)  観月例会  18：30～ 

                    会場：島根ワイナリー 

      ビジター受付 11：30 ～ 12：30 事務局 

   ○出雲南RC   11/2(金) 夜間例会 

      ビジター受付 11：30 ～ 12：30 事務局 

   ○松江しんじ湖RC  10/30(火)  職場訪問例会 

      ビジター受付 12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

   ○松江東RC  10/18(木)  夜間例会 

      ビジター受付 12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

２．休   会 

   ○大社RC   10/10(水)・10/31(水)   定款による 

ビジター受付  な  し 

   ○出雲南RC   10/26(金)   定款による 

 ビジター受付  な  し 

   ○松江南RC  10/29(月)・11/19(月)  定款による 

      ビジター受付 12：00 ～ 12：30 松江エクセルホテル東急 1Ｆ  

   ○松江しんじ湖RC  10/9(火)・11/20（火） 定款による 

      ビジター受付 12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

   ○松江RC  10/31(水)  定款による 

      ビジター受付 12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

   ○松江東RC  11/22(木)  定款による 

      ビジター受付 12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

３．会費の引落  10/5（金） 10・11・12 月分（54,000 円） 

４．地区ガバナー末長範彦様より７月の西日本豪雨災害義援金に対する

お礼状をいただきました。 

  義援金は８月１０日社会福祉法人山陽新聞社会事業団に寄託し、全

額岡山県を通じて岡山県内の被災者に届けられることとなっています。 

５．るんびにぃ苑より「るんびにぃ」新聞第８３号を頂きました。 

 



■■■ 委員会報告 ■■■    

プログラム委員会 ： 10 月例会プログラム予定表配布 

青少年奉仕委員会 ： 「親子ふれあいミニイベント in 木綿街道」 事業 

協力のお願い 

■■■ スマイル ■■■  

森山（出雲南） （久しぶりにお邪魔させて頂きました。皆様のお元気な姿に

お目にかかれてうれしいです。） 

小汀 （本日は出雲南ロータリークラブ森山宗育先生、またゲストスピーカー

として島根県東部農林振興センター福田課長様、出雲市農林振

興課三代課長様、三島様、本日はようこそお出かけ下さいました。

本日はよろしくお願い致します。） 

河原 （今日のお客様ようこそ。 森山宗育先生お久しぶりにおいで下さりあ

りがとうございます。） 

槇野 (出雲南ＲＣ森山様のご来訪を歓迎して。) 

高砂 (森山先生お久しぶりです。今日よろしくお願い致します。  

劣等生より。) 

飯塚大 (森山宗育宗匠ようこそいらっしゃいました。) 

佐々木 （森山先生ようこそ。宗春の会、本日もよろしくお願いします。） 

久家 (森山先生ようこそ。だいぶ間があきましたのでまた振り出しからです。

懲りずにお教え願います。) 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「産学官連携による出雲産小豆の生産振興」 

 

島根県東部農林振興センター 

課 長  福田 光芳 様 

出雲市 三代 正幸 様 

三島 さわこ 様 

 

 島根県出雲地方において小豆は、正月の小豆雑煮、日本三大和菓子

処とされる松江の和菓子、ぜんざいの発祥と言われる「出雲ぜんざい」など

多くに利用されており、地元産の需要の高い食材です。 

 しかし、小豆は、湿害に極めて弱く収量が低い上に、手収穫・手選別など

手間がかかることから小豆栽培はわずかであり、実需側では地元産の小豆

に代わり輸入物や北海道産が多く利用されています。 

 こうした中、宍道湖西岸地区農村整備推進協議会（多久和修一会長、

平成３０年度～４１年度国営緊急農地再編整備事業、受益面積４５６

ha）では、地元ニーズの高い小豆に着目、機械化により小豆の安定栽培に

取り組んでいる京都府亀岡市の先進地事例を参考にして小豆の産地化を

目指すこととしました（H３０年：２ha・２t、 H３３年：１２ha・１２t、 H３７年：

６５ha・６５t、 H３９年：１０３ha・１０３t、 H４１年：１４０ha・１４０t）。 


