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2019-2020 年度 

国際ロータリー会長／ マーク・ダニエル・マローニー   会長／ 持田 稔樹  副会長／ 釜屋 治男 

２６９０地区ガバナー／ 古瀨 倶之          幹事／ 杉原 朋之   会 計／ 板垣 文江 

 
■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

7 月 25 日 
前年度会計 黒田昌弘 

今年度会計 板垣文江 
クラブ協議会 (決算・予算)

8 月 1 日 ホテル ほり江  18：30～ 納涼例会 

8 月 8 日 ゲスト  

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 （当日の） 出席率 

41 28 13 (4) 75.68 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

原伸／原泰／加藤／飯塚大／飯塚俊／石原俊／福田／三好 

園山（山根／牧野／遠藤／河原） 

■■■ 来訪者 ■■■   

な し 

■■■ メークアップ ■■■   

 7/16 加藤(松江しんじ湖) 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 8 月 1 日） 久家正義／槇野良文／松浦剛司 

（ 8 月 8 日） 土江光二／三好洋平／持田祐輔 

 

■■■ 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  8/26 松江南 8/26  8/12(－) 

火 出雲  8/13(－)  8/20 松江しんじ湖  8/13  8/27 

水 大社  8/7  8/21  8/14(－) 松江 7/31  8/14  8/28 

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 8/15(－)  8/29 

金 出雲南  8/16(－)  8/23  

 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

 「雲太、和二、京三」という言葉をご存知の事と思います。             

１位は出雲大社。２位は東大寺。３位は京都御所の大極殿だそうで

す。         

出雲大社の口伝では、上古 32 丈、中古 16 丈、その後８丈になったようで

す。(１丈は 3.03ｍ) 

出雲ドームは 1992 年に出雲市政50 周年記念に建てられ、高さ 48.9m で

中古の高さと同じです。        

平安時代の大社の平面図では、３本の柱を金輪で縛った「金輪造営図」

が見つかっています。              

金輪造営図が真実であったことが判明したのは、西暦2000年の事でした。 

出雲大社境内拝殿と八足門の間の、地下 0.5～1.5ｍから平安時代末と

考えられる巨大な本殿跡の一部が確認され、ニュースで見て大変驚きまし

た。 

実物の柱を、古代出雲歴史博物館で見ましたが、高さは定かではありませ

んが、存在していた事は明らかになり、出雲の国の職人は、素晴らしかった

のだと感動しました。  

当時、私も簡単な図面を書いてみましたが、造営図の寸法で垂直に建て

る事は少々無理な気がしました。少なくとも、四方の足場を残すか、１町の

階段を「西面」にも付けるか、相撲場 のように「四方転び」にすれば、建って

いる事が可能ではないかと一人で思っていました。    

または、超高層ビルや電柱のように、地面に杭のように打ち込めば倒れずに

済んだと思います。 

出雲大社の西880ｍ附近には「奉納山公園」があります。 

標高が73ｍなので、中古時代の48.5ｍより少し高く、上古の97ｍより少し

引くい展望台です。           

ここから日本海を見れば、「大国主大神」の目線で世の中が見渡せるので

はと思いました。 

以上 雲太についてのお話でした。 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．会費の引落   7/31  57,000 円(7・8・9 月分)  

２．浜田ロータリークラブより、創立６０周年記念誌を頂きました。 

３．新入会員候補者紹介 

重親 政継 様  Ｓ ４９．５．２０ 生 

株式会社 山陰合同銀行平田支店 支店長   

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。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友 7 月号の紹介 

プログラム委員会 ： 8 月例会プログラム予定表配布 

前年度例会出席率 100％ 

 

 

 

 

 

 

 



■■■ スマイル ■■■   

佐々木ガバナー補佐・清原グループ幹事 

   （新年度が始まりました。 本日は就任のご挨拶としてクラブ訪問いた

しました。１年間よろしくお願い致します。） 

持田稔（本日はクラブ協議会(決算・予算)です。宜しくお願いします。） 

小汀 （本日のクラブ協議会で決算の承認を頂けますと本当に私の年度が

終ります。よろしくお願い致します。） 

原孝 （四国八十八ヶ寺お遍路の本が出来上がりました。大変出来のよい

本ですので是非読んでくださいませ。） 

來間 （本日、夏らしいです。 前年度決算報告よろしくお願いします。） 

 

  

≪ 佐々木哲也ガバナー補佐 就任挨拶 ≫ 

 

 

 

 

 

今日は、ガバナー補佐として、就任のご挨拶をさせていただきます。 

持田稔樹会長、杉原朋之幹事の元で、新年度のクラブ運営をスタートさ

れました。私も、昨年 12 月の次期ガバナー補佐会以降、ほぼ毎月、事前

のセミナーに出席して準備を進めてきましたが、いよいよ本格的な活動が

始まりました。 

平田ＲＣでは、10月3日にクラブ協議会を開催した後、10月24日に古瀨

倶之ガバナーの公式訪問が、大社ＲＣと合同ではなく単独でおこなわれま

す。 

今年度のＲＩテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」です。古瀨ガバナーは地

区のスローガンを「I’m a Rotarian」とされ、「毎日、いつでもどこでも、私はロ

ータリアンであることを意識しましょう」、「どこでもロータリーバッジを付け、私

はロータリアンであることを示します」と提唱されています。この1年間、ロータ

リーバッジの着用をぜひ意識してみてください。 

地区目標の中の最重点目標は「クラブのサポートと強化」であり、①会員

増強 純増2 名、女性会員・40 才未満の会員の積極的増強、ローターア

クターのロータリークラブへの入会、②戦略計画によるクラブの強化・活性化

をめざす、③ロータリー賞の受賞、④My Rotary・クラブセントラル等の有

効活用です。 

皆さん、清原グループ幹事ともども 1 年間どうぞご支援をよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「クラブ協議会」     議長 持田 稔樹 

２０１８～２０１９年度 決算   黒田 昌弘 前年度会計 

監査報告  田中 浩史 前年度監事 

 

承 認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９～２０２０年度 予算   板垣 文江 今年度会計 

 

承 認 

 


