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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29 日 
ロータリー財団委員会 

委員長 槇野良文 
ロータリー財団月間に因んで 

12 月 6 日 割烹温泉 ゆらり 18：30～ 忘年例会 

12 月13 日 県立美術館 館長 椋木様  

 

■■■ 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

44 31 13 (4)  77.50 % 74.36 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

河原／原泰／飯塚大／飯塚俊／石原俊／清原／松浦／杉原 

園山 （山根／牧野／遠藤／岩浅） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 11/22 持田・田中・松本・金山・亀谷・内藤・竹田・錦織･伊藤 

竹内・山内(出雲南)  小川(大社) 

中田・堀江・溝本・長谷川(松江しんじ湖)  紀野(松江) 

■■■ メークアップ ■■■  

 11/18 小汀・來間・福田・板垣・伊藤・釜屋・黒田・持田稔・ 

      佐々木・恒松 （無料相談） 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（12 月 6 日） 清原正幸／佐々木哲也／園山 繁 

（12 月 13 日） 松浦剛司／高砂明弘 

■■■ 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 12/10  12/17  

12/31(－) 
松江南  12/17  12/31 

火 出雲   松江しんじ湖  12/11  12/25 

水 大社  12/12  12/26(－)  松江  12/19  12/26 

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  12/20  12/27(－) 

金 出雲南  12/21  12/28(－)     

■■■ 会長挨拶 ■■■  

今日の私のお話は 、神事に最初に行われる「お祓いの儀式」についてです。

別名「修祓（しゅばつ）」と呼ばれます。お祓いの
のりと
祝詞を奏上した後、大麻

（おおぬさ）を左右左と振ってお祓いの儀式を終わります。この意味合いにつ

いてお話しします。 

①
しゆばつ
修 祓により

つみ
罪

けが
穢 れが除かれると、神々から授かった最も無垢な心

身に還ります。修祓により清められると、清らかな本性が顕れ、神々の

かたわ
傍 らへ近づく準備が整います。 

②大麻（おおぬさ：棒の先に幣が何枚もつけられたもの）は
つみけが
罪 穢れを

たた
叩

き去るのではなく
な
撫でとるための祓いの道具です。修祓で用いる大麻は、体

を撫でるなど触れることにより、
つみけが
罪 穢れを移しとるものとされてきました。

おおぬさ
大 麻を振る作法も同じく罪穢れを移すものです。節分の時に氏神様から

送られてくる「
ひとがた
人 形」でご自分の身体を撫でて、罪穢れを「

ひとがた
人 形」へ移

す所作も同じ意味合いです。したがって、
おおぬさ
大 麻はバサ、バサと音を立てて

振るものではなく、あくまでも静かな中に行われなければなりません。 

③お祓いの儀式に必ずあるのが「
えんとう
塩 湯（水玉の一方に塩を入れます。他

方に冷ましたお湯を入れます）」です。
しゆばつ
修 祓で用いる

おおぬさ
大 麻は、祓いの

故事にもとづき、塩湯は
みそ
禊 ぎの故事にもとづく祓いの道具です。塩は、塩

水に代えたもの、湯は浄火で沸かして一層清くするという意味です。遷宮の

時等に「
ゆだてのしんじ
湯 立 神 事」があります。鍋にお湯を沸かし、呪文を唱え、そこに

祓いの小笹を浸して、社殿、神具、神職、参列者をお祓いします。 

④
しん
神

せん
饌 （米、酒、海川山野で産したお供え物）や玉串も、

しゆばつ
修 祓により

神々へお供えする準備が整うのです。 

⑤そして、「罪」とは恐れを抱かせる反社会的行為・疾病・災禍などを指しま

す。「罪」は祓いにより、「穢れ」は
みそ
禊 ぎによって除去されると考えられていま

す。 

⑥「穢れ」とは、自然発生的現象によるもので、汚濁が身につくことにより、

個人のみならず社会的にも災いをもたらすものと考えられてきました。 

⑦「
しゆばつ
修 祓」は、神道の根幹をなす壮大な神事であるといえます。それは、

心身やものを清める基本的な儀式ですが、祭典の必須条件であり、その意

義は至って深く祭典の前後にわたります。そこにはとても深い意味があるよう

に思います。 

 いよいよあわただしい師走へ突入です。健康で乗り切っていかれますよう心

からお祈りする次第です。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１． 河原治子会員、けが治療のため入院され、当クラブよりお見舞いを差

し上げました。 

２． 2017-2018 年度地区活動報告書の配布 

 

新入会員候補者紹介 

神田 慎一 様  Ｓ48．2．18 生 

新古美術 神田石雲堂  副店主 

クラブ細則に従い 異議のある方は本日より７日以内に書面をもって

お申し出下さい。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■    

１．岩浅慎龍会員より退会届が提出され受理致しました。 

 

 



■■■ 委員会報告 ■■■    

社会奉仕委員会 ： 10/18 開催の会員「くらし・生活無料相談」 

皆様のご協力により無事終えることができました。 

■■■ スマイル ■■■  

小汀 （からさで神事も終り、そして｢新なめ祭｣も終りました。あっという間に

今年のおさめの月に突入です。皆様元気で新年を迎えましょう。） 

福田 (18 日開催のくらし・生活無料相談は、相談員の皆様、会員の皆様

事務局さんのご協力により終えることができました。有難うございまし

た。) 

高砂 (先日米子ロータリークラブ５名が来平。同期の補佐と懐かしい話にハ

ナがさきました。) 

大谷厚 (欠席続きで申し訳ありません。久し振りに出席しました。) 

山口 (欠席続きで申し訳ございません。) 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「ロータリー財団月間に因んで」 

ロータリー財団委員会 

 委員長 槇野良文 会員 

 

①ロータリー財団年次寄付の地区目標 

である一人あたり 150 ドルの達成 

 

②ポール・ハリス・フェローへの協力 

 

③エンド・ポリオ・ナウに協力するとともに、

世界中におけるロータリーの人道的な援

助活動推進 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 社会奉仕委員会事業 ■■■  

「くらし・生活無料相談」 （11/18 開催） 

 会場 ショッピングセンターVIVA 

 

VIVA の２階に相談員が個別の相談スペースを設置しました。 

税務、年金、相続等、１０件程度の相談を受けることができました。 

 

 


