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2022-2023 年度 

国際ロータリー会長／ ジェニファー・ジョーンズ    会長／ 杉原 朋之   副会長／ 清原 正幸 

２６９０地区ガバナー／ 友末 誠夫         幹事／ 大島 淳司   会 計 ／ 小汀 泰之 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演  題 

12 月 22 日 会 員 小汀 泰之 会員スピーチ 

12 月 29 日 休  会  

1 月 5 日 休  会  

1 月 12 日 ホテル ほり江 18：30～ 新年例会  

1 月 19 日 職業奉仕委員会 職場訪問例会  

1 月 26 日 野宗 輝邦 様 零細企業向け DX 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

35 28 7 (2) 84.85 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

 神田／原孝／持田祐／多久和／園山 （牧野／黒田） 

■■■ 来訪者 ■■■    な し 

■■■ メークアップ ■■■   な し  

*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（1 月 19 日） 持田祐輔／持田稔樹／小汀泰之 

（1 月 26 日） 多久和優美／大島卓爾／大谷良治 

■■■ 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  12/26・2/20(－) 松江南  12/26(－) 

火 出雲  12/27(－) 松江しんじ湖  12/27(－) 

水 大社  1/11  12/28・1/4(－)   松江 12/28(－)   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  12/22・29(－)  

金 出雲南  12/23    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

みなさん、いよいよ年の瀬もせまり大変忙しい時期がやってきましたが 

私今年の 7 月に会長に就いて半年が過ぎまして、野球に例えれば 5 回裏

が終了したところです。 

もう半年が過ぎたのか、まだ半年あるのか、どちらなのか分かりませんが、今

年度「道、導、動」～今こそ動くとき～をテーマに掲げました。その中でそれ

ぞれの委員会が、会員相互の親睦を深めながら、コロナに翻弄されずに平

田ロータリークラブの活動をこの半年実践していただきました。この半年皆さ

んにご協力頂いた事に本当に感謝申し上げます。これから残り半年、各委

員会それぞれ事業が計画されています、残りの半年間精一杯努力して参

りますので会員の皆様のご協力の程宜しくお願い致します。 

後に皆さんが良い年を迎えられること、また来年が飛躍の年になることを

願って今年の 終例会の挨拶とさせていただきます。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１．会費の引落し   1/ 6  57,000 円 （1．2．3 月分） 

２．地区ガバナー友末誠夫様、松江しんじ湖ロータリークラブ会長大内茂

様より 12/10(土)開催の石倉貞昭地区ガバナーエレクト国際協議会出

席の壮行会出席のお礼状をいただきました。 

３．忘年例会に皆様から頂戴しました募金を本日 清原副会長、三好社

会奉仕委員長、大島幹事で「「るんびにぃ苑」万田の郷」へお届け致し

ました。 

4．事務局 年末年始の休局 

    2022．12．29(木) ～ 2023．1．5 日(木) 

大谷厚郎様、木村文彦様の入会に対し昨日までに意義の申し立てがご

ざいませんでしたので入会が決定致しました。   

なお入会式は 1 月12 日に行います。 

 

■■■ 委員会報告 ■■■   

社会奉仕委員会 ： 歳末高齢者福祉募金、本日「万田の郷」 

「るんびにぃ苑」へお届けしました。 

 ： くらし生活無料相談会開催について 

2/2(日) 9：30～12：30 ショッピングセンタービバ 2F 

プログラム委員会 ： 例会プログラム 

予定表配布 (変更分) 

■■■ スマイル ■■■   

杉原 （小汀会員、 

本日スピーチよろしくお願いします。 

ポニー寄贈式が 

広報いずもの表紙を飾りました。 

ありがとうございました。） 

大島淳 （本日、小汀会員スピーチよろしくお願いします。） 

恒松 （小汀会員のスピーチを喜びます。） 

持田稔 （小汀会員、本日はスピーチよろしくお願いします。） 

飯塚大 （るんびにぃ苑に対して平田ロータリークラブより歳末助け合い義捐

金を頂きました。心より厚く御礼申し上げます。） 

大島卓 （本年 終の例会、おめでとうございます。来年もよろしくお願いし

ます。） 



■■■ 例会プログラム ■■■   

「因幡の白ウサギ」神話が語る私達へのメッセージ 

会員 小汀 泰之 

 

 文部省唱歌 ： 『大黒様 だいこくさま』 

作詞：石原和三郎  作曲：田村虎蔵   

     大きなふくろをかたにかけ    大黒さまが来かかると 

       ここにいなばの白うさぎ      皮をむかれてあかはだか 

     大黒さまはあわれがり      「きれいな水に身を洗い 

       がまのほわたにくるまれ」 と    よくよくおしえてやりました 

     大黒さまのいうとおり       きれいな水に身を洗い 

       がまのほわたにくるまれば     うさぎはもとの白うさぎ 

     大黒さまはたれだろう       おおくにぬしのみこととて 

       国をひらきて世の人を       たすけなされた神さまよ 

       明治38(1905)年 尋常小学校 第二学年 

（（https://www.worldfolksong.com/songbook/japan/folktale/daikokusa

ma.html     参照 2022 年12 月22 日）） 

 

１．古事記にはどう書かれているか。 

２．メッセージ 

 何気ないおとぎ話のような神話ですが、改めて読み解くと、私たちが忘れ

がちな大切な価値観が秘められています。 

① 若き日の苦労と克服～偉大なる神の必須条件～ 

 ・後に偉大なる国の主となる大穴牟遅神は、若い頃には相当な苦労と

試練を課せられていました。八十神の嫉妬による虐待、迫害を受け二度も

命を落としますが、復活します。また、須佐之男命の度重なる「婿試し」の

試練にも耐え逆境を克服します。 

 ・この神話に見える大穴牟遅神が試練に耐えながらたくましく生き抜く姿

は、青少年期の苦労は貴重な体験であり将来必ず役に立つものと教えて

います。 

➁ 政治的・社会的リーダーの条件～慈愛の心と医療医薬の知識・技術～ 

 ・大穴牟遅神は、旅の途中大きな荷物を背負いながらも赤裸の兎を見

捨てませんでした。優しく声をかけ治療の術を教えました。心優しき偉大な

神の姿が描かれています。 

 ・古代社会のリーダーには、疫病などを治癒できる呪術力と共に医療医

薬に関する知識・技術を兼ね備えることが王たるものの条件と言われてい

ました。 

③ 正義の在りか～八十神の虚偽、虐待、弱いものいじめ、横暴～ 

 ・大穴牟遅神の神格とは対照的な心貧しき悪しき神の姿が読み取れま

す。真のリーダーは「意地悪をしない」、「弱いもの虐めをしない」、「他人を

思いやる」といった今日に通じる倫理観を持つべきであることを教えていま

す。 

④ 兎の虚言と失敗、更生～赤裸の兎から素兎へ～ 

 ・「嘘つきは泥棒の始まり」、「嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる」。一方で

は「正直の頭に神宿る」、「正直は一生の宝」。 

  正直であれば神のご加護があり、周囲の人から信用され、成功や幸福

が必ずもたらされるという日本人の美徳のひとつです。  

 ・虚言により痛い目に遭った兎は、大穴牟遅神の慈悲深さに心を入れ替

え、もとのあるべき姿に戻り、兎神として祀られました。鳥取市白兎海岸近

くの白兎神社の主祭神。 

 ・人は誰しも失敗を犯します。しかし、正しい更生の道を歩めば、人本来

の理想的な姿や心を取り戻し、以前にもまして高い品格や霊性が得られる

ことがあります。兎が神となり、大穴牟遅神と矢上比売の結婚を預言したの

はその証でしょう。 

 ・皆が正直であることは日本国民の民度の高さであり相互信頼に裏付け

られた平和な国柄、地域社会の基礎でありました。この正直、誠実な心に

支えられた勤勉さが世界の中で信頼を得て、戦後の復興、経済大国化を

実現した一因ではなかったでしょうか。  

・私たちは、この数十年間、豊かな経済発展と自由主義を謳歌する中で、

何か大切なものを失いつつあるのかもしれません。立ち止まって考え、今後

を見定める必要があるでしょう。 

３．むすびに 

 会員の皆様にとって、来るべき一年が、コロナ禍のもとで積み重ねられた

努力と辛抱が報われて、物事が前向きに兎のごとく大きく跳躍できる素晴ら

しき一年となりますようお祈り致します。 ピョーン、ピョーン、ピョーン！！ 

  出典：中国税理士会報 令和5 年新年号  

   特別寄稿「神話『稲羽の素兎』から読み解く現代へのメッセージ」 

（万九千神社・立虫神社 宮司 錦田剛志氏）  から抜粋  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

歳末高齢者福祉募金      社会奉仕委員会    

 

12 月 2 日忘年例会の際にご協力いただきました歳末高齢者福祉

募金を「万田の郷」・「るんびにぃ苑」に寄付いたしました（12月22日）。 

 

万田の郷 

 

るんびにぃ苑 


