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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

遠軽ロータリークラブ

第２９１５回 通常例会記録

2018 ～2019

＜母子の健康月間＞

Weekly Report№３６
THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2019年 4月11日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上田
稔 ＳＡＡ

2019年 4月18(木) 18:00～

夜間例会：懇親会
親睦活動委員会

次 回 の プ ロ グ ラ ム

★開 会 点 鐘 ：金谷 正一 副会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：－

2019年 4月25(木) 12:30～

会員 卓話：高井 一博 君
出席委員会

会長報告 金谷 正一 副会長①

2019～2020年度 国際ロータリー第2500地区
吉田潤司ガバナーより高井一博会員②へ地区奨学
金・学友小委員会委員として委嘱状が届いており
ますので吉田ガバナーに替わり授与いたします。

幹事報告 東海林 勉 幹事

１．会報35号の「藤田禮三地区インターアクト
委員長」の報告の中でソウルの「3560地区」
は「3650地区」の誤りでした。
２．5月11日㈯、紋別で開催のIMへの参加者が少
ないのでもう一度ご検討をお願いします。
３．4月8日㈪、9日㈫、東京で国際ロータリー第1
・第2・第3ゾーン会員基盤向上セミナーに出
席してきました。内容は次の通りです。

委員会報告

◇東海林 勉 地区会員増強委員長③

会員基盤向上セミナーは、4月8日の第1日目は
「会員増強維持とクラブ活性化の部」、9日第2
日目は「ロータリー財団の部」。
第1日目は、挨拶の他、会員基盤向上の必要
性、RIの求める「新しい戦略計画」、そのための
各ゾーンからの報告・発表、そして「公共イメー
ジに関するプログラム」が各ゾーンコーディネー
ターから、及び「会員増強に関するプログラム」
7例が発表され、最後に鈴木隆志 RI3ゾーン地域
本日のプログラム
別会員増強計画プロジェクトリーダー補佐による
「会員増強の実践『増強の技術とプロセス』」が
プレゼンされました。
私は細川ガバナーに会員増強委員長の立場で後
半のプログラム「会員増強成功の地区・クラブの
取り組みと事例報告」の中で「人口当たり一番会
員数の多い地区（2500）の取り組み」の報告を
命じられ、説明しましたが15分の持ち時間をオ
ーバーして司会に注意されました。
「一番」というのは、これまでの歴代関係者の
地道な積上げの結果であると思っています。

◇本間 克明

次期幹事④

１．例会終了後、遠軽RC60周年記念式典実行委
員会臨時委員会をロビーで開催します。
２．今月末に釧路で開催される地区研修・協議会
参加について、お手元に資料を配付しております
が、4月26日㈮、午後2時30分、バスで福祉セン
ター出発、遠信本店、当ホテルを経由して同6時
半頃、ホテルルートイン釧路駅前に到着、その後
夕食会をし、二次会を行います。
翌日27日㈯は、ホテルで朝食後、会場の釧路
交流センターへ向かいます。朝8時より受付、9
時 よ り本 会 議が 始 まり 、 基調 講 演が 12 時 頃 終
了。昼食を取り、12時45分から地区研修シンポ
ジウムが同2時まで、閉会式を経て午後2時半閉
④
会、遠軽へ向けてバスで帰ります。
【名前後の○数字は写真とその中の番号です】

2018～2019年度
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本日のプログラム 会員卓話

古代日本創世 その一 “神祖スサノオ”

片石 忠洋 君
令和元年を目前にして、日本の成り立ちを語る
ために今日は会員卓話に指名されたものと勝手に
解釈しております。
独自の理論で日本の創世を語りたいと思います
のでお付き合いの程よろしくお願いします。
三部作があり今日は「その一」を、いずれ機会
があればまた近いうちにお話ししたい。
日本神話は実在の人物や出来事をモチーフにし
たファンタジーだと思って下さい。紫式部は日記
の中で「日本書紀はあてにならない」と書いてあ
り、日本書紀編纂時の藤原一族に都合よく改竄し
たのではないかと思われています。
虚実綯(な)い交ぜであるが、古い神社にある遺
物とか資料の中にいろいろ裏付けるものが結構あ
りますので、それを参考にして整合性を取りなが
ら私なりの話をしていきたいと思います。
日本の最高神は天照大御神であると云うのは虚
像です。配布の資料②に書いてあるように、諡号
(しごう＝生前の行いを称え、死後に贈る名)は、
撞賢木厳御魂天疎向津毘売尊(つまさかきいつの
みたまあまさかるむかつひめのみこと)、つま
り、別名が記されています。これは、資料③ニギ
ハヤヒ尊、大物主大神(おおものぬし)のことで
す。諡号を見ると、天照国照彦天火明櫛甕玉饒速
日尊(あまてるくにてるひこあめのほあかりくし
みかたまにぎはやひのみこと)とあり、最高神で
あると云うことです。

出席報告

例会日

つまり、ニギハヤヒこそ真のアマテラス。各地
の天照を冠する神社(天照御魂神社、天照御祖神
社、天照坐神社)の主祭神はすべてニギハヤヒ(饒
速日)ということです。
次は1850年以上前に遡ります。魏志倭人伝に
よると、倭国、邑は分かれて百予国。主な勢力は
九州北部、出雲、尾張東海、越石川山形。
出雲の国にスサノオがいたが、そこは食糧事情
が悪かったので九州出征をした。食料事情の良い
穀倉地帯であった筑紫平野、筑豊を制圧した。
日向ではイザナギがさんざん逆らったので淡路
へ島流しになり、そこにイザナギを祀る伊弉諾
(イザナギ)神社ができた。スサノオは現地の反発
を買わないために、向津姫(むかつひめ＝資料②)
を現地妻に迎えました。
それを示す資料として、島根県松江市にある八
重垣神社の壁画があります。
晩年、スサノオは九州統治を向津姫や大国主に
任せて出雲へ帰りました。三男・大歳(オオトシ)
に大分から瀬戸内海沿岸を支配下において、河内
～大和へ入りました。
スサノオは帰る途中、69～70歳で亡くなりま
した。そのとき与えられた建速須佐之男命(たけ
はやすさのおのみこと)諡号は、資料①神祖熊野
大神櫛御気野尊(かむおやくまのおおかみぐしみ
けぬのみこと)、これは神の祖でありながら熊野
本宮の大神と非常に縁があり、別名が大山祇神
(おおやまつみ)、牛頭天王(ごずてんのう)、家都
美御子大神(けつみみこおおかみ)、蘇民将来(そ
みんしょうらい)、賀茂建角身命(かもたけつの
み)など、それぞれ祀られた神社があります。
810年、嵯峨天皇は津嶋神社(天王社)に「素戔
嗚尊(すさのおのみこと)は即ち皇国の本主なり、
故に日本の総社と崇め給いしなり」として、「日
本総社」の号を奉られました。〔スサノオを祭神
として全国に天王社は三千社もあります。〕

ニコニコＢＯＸ 乾 淳 親睦活動委員長⑤

伊藤幸雄君
上田 稔君
高井一博君
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結婚記念日・誕生日
10,000円
誕生日
5,000円
誕生日
5,000円
2018-19年度合計 447,400円

☆閉会点鐘：金谷正一副会長☆今月会報担当：竹内徳治委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

須藤順一
4月 4日 41
出席委員長⑥ 4月11日 41
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竹内徳治 東海林勉
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