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金子 朋廣
・入会年月日 2019年８月27日
・職業分類
電信電話
・勤務先
東日本電信電話㈱
群馬支店
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第一・第二ビジネス
イノベーション部長
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＊名 前
引馬 章裕
・入会年月日 2019年８月27日
・職業分類
電気通信事業
・勤務先
㈱ドコモＣＳ 群馬支店
・役 職
支店長
・推薦者
藤澤 茂
会長報告
菊川会長
１．10 ／ 27地区大会の件
２．財団セミナー参加報告
３．今年度地区補助金事業の件(バラ園愛をつなぐアーチの現状)
４．９月第２例会「月見例会」について
菊川会長
さて、今日の会長の時間は、先週に引き続き歴史ミ
ステリー、
「伊勢神宮と出雲大社」の話です。先週は
日本を代表する両社の起源と特徴を考察しました。今
日はいよいよ両社の因縁というか、ミステリアスな部
分に迫ってみようと思います。
伊勢神宮の祭神はアマテラス、出雲大社の祭神はオ
オクニヌシというのは先週出ましたが、この二人は、
言うまでもなく古事記、日本書紀に出てくる出雲の国
譲り神話の主人公です。この神話を簡単に説明すると
こういうことです。
天上界の高天原を支配していたアマテラスが地上界
の芦原中国をみて、
「あそこを私の息子に治めさせたい。
あそこを支配しているのはオオクニヌシだから誰か
行って、クニをぶんどっちゃって」と仰せになるので、
会長の時間
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神々が相談して何人かの神を地上
界に派遣したのだが、みんなオオ
クニヌシに手なずけられちゃう。
怒ったアマテラスが「何とかしな
さいよ」と生息巻くものだからま
た相談して武神のタケミカズチに「あんた、強いんだ
から行ってきて」ということになった。
で、タケミカズチはオオクニヌシの二人の息子を屈
服させて、オオクニヌシに迫ったところ、それではク
ニを譲るから高天原にあるのと同じぐらいの神殿を建
ててほしいということになり、建てられたのが出雲大
社だというのがざっとした話です。これは古事記の記
述で、日本書紀も細部に違いはあるけれども、あらす
じはほとんど同じになっています。ただ、大きく違う
のは、古事記ではオオクニヌシに国譲りをさせたのは
タケミカズチとなっていますが、日本書紀では中心に
なったのはフツヌシという神。タケミカズチはその腹
心として同行したとなっています。このタケミカズチ
とフツヌシという神様、先週話した平安時代の延喜式
にある３つの神宮のうち伊勢以外の、鹿島神宮と香取
神宮の祭神ではないですか。なにかロマンを感じませ
んか。
さて、このアマテラスとオオクニヌシの「国譲り」
。
ただの神話の世界の話なのでしょうか。実は、これは
後に大和王権として確立される勢力による西日本を支
配していた出雲族に対する侵略戦争であったとみる向
きがあります。記紀には実際にはありえない話が目立
ちますが、天皇家の成り立ちと系譜を著したこの歴史
書はある部分、厳然たる史実を物語っているというの
です。中には出雲族は縄文人で、アマテラス側は弥生
人だったという人もいます。そこまではちょっと、と
思うのですが、これまで初代神武天皇から９代の開化
天皇まではまったく記述がむちゃくちゃなので、実存
しなかったとされていましたが、もしかしたら実存し
たのではないかと説も出てきました。そうなってくる
と古代日本史の認識は大きく変わってきます。
そろそろ結論に移りたいのですが、個人的なロマン
をまじえてアマテラスとオオクニヌシの「国譲り」の
真相を解くと、こういうことになります。
九州の日向地方、今の宮崎県あたりから発展した勢

力が東征を開始し、中国地方と畿内大和地方を中心に
栄えていた、いわゆる「出雲族」からその勢力圏を奪
い取り大和王権を確立していった。ここで大事なのは、
これは出雲族への全面的な侵略戦争ではなく、確かに
覇権は変わったが、民族的にはある意味融合していっ
たのかもしれないということです。「国譲り」という
のは、アマテラス側の善人ぶった都合のいい表現では
なく、その後の時代には崩れてしまいましたが、元来
日本人が持つ、共に栄え共に助けるという現実的な選
択だったのかもしれません。そうです。神話の時代か
ら日本は「共助社会」だったのです。我々ロータリア
ンは胸を張って「共助社会の実現」を叫びましょう。
なんだかだいぶ無理がありますが、神話の時代の考
証には想像が許されます。落ちがついたところで、会
長の時間を終わります。
幹事報告
小林幹事
１．新会員所属委員会の件
本日入会の金子会員の所属
委員会はニコニコBOX委
員会です。片桐委員長宜し
くお願い致します。また引
馬会員の所属委員会は出席
委員会です。温井委員長宜しくお願い致します。
２．理事会の件
９月の理事会を９月３日(火) 午前11時より事務
局で開催しますので、理事・役員の方はご出席お
願いします。
３．次回内容・例会場の件
次回の例会はクラブフォーラム、場所は群馬銀行
例会場です。
４．新会員セミナーの件
９月７日(土)に第一回新会員セミナーが伊勢崎プ
リオパレスにて開催されます。時間は15:00開始
になります。こちらのセミナーは入会３年未満の
方が対象になります。ご出席をお願い致します。
５．全国RC野球大会の件
９月７日(土) ～９月８日(日)に第36回全国ロータ
リークラブ野球大会が甲子園にて開催されます。
前橋RCから25名の参加にて参戦致します。皆様
のご声援をお願い致します。
副幹事報告
前橋南ＲＣ、前橋東ＲＣ、前橋西ＲＣ、伊勢崎東ＲＣ、
桐生西ＲＣ、太田RC
出席報告
会 員 数：122名

{ 出席者
欠席者

75名
47名

本日出席率：65.22％
前々回訂正：79.31％
ニコニコBOX報告
■菊川 会長…引馬会員、金子会員の入会を歓迎して
少々。ロータリークラブを楽しんで下さい。
■山田 邦子…本日は、望月和子会長エレクトと、国
際ロータリー第2750地区 東京恵比寿ロータ

リ ー ク ラ ブ を 訪 問 し て 参 り ま す。 女 性 会 員
40％、司葉子さん、松島とも子さん、山東昭
子さんと女性著名人が多いクラブです。今年度
の稲生有伎子会長の例会を拝見して参ります。
■栗原 公夫…先週土曜日、当クラブゴルフコンペで
サムに恵まれ、又ハンデにも恵まれて、優勝出
来ました。又シニア優勝も合わせていただきま
した。
■内藤
浩…貴重な会員卓話の機会をいただきあり
がとうございます。せいいっぱいつとめます。
■藤澤
茂…㈱ドコモＣＳ群馬支店長、船越前支店
長の後任として着任しました引馬さんを紹介さ
せて戴きます。宜しくお願い申し上げます。
■小暮 雅幸…㈱ドコモＣＳ群馬支店長、引馬章裕さ
んの入会を歓迎して少々・・・。
■金子 朋廣…本日から入会させて頂きます。歴史と
伝統のある前橋ロータリークラブにて奉仕の理
念をしっかりと体現できるように楽しませて頂
きます。よろしくお願い申し上げます。
■引馬 章裕…本日から歴史と伝統のある前橋ロータ
リークラブに入会させて頂きます。
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新会員卓話
内藤 浩会員

報告

８月ゴルフ例会
草津カントリー倶楽部
順位

プレイヤー名

令和元年８月24日（土）
OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

優 勝

栗原

公夫

50

53

103

28.8

74.2

準優勝

手塚

芳信

44

47

91

16.8

74.2

３ 位

清水

宣彦

43

47

90

15.6

74.4

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

