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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 原 孝士    副会長／ 高砂 明弘

幹事／ 田中 浩史   会計／ 大谷 孝 

■■■ 例会プログラム 

例会日 卓話者 演題 

9 月 18 日 

島根県中山間地域 

研究センター 

    山中 啓介 様 

森林整備と環境 

9 月 25 日 
元 島根大学 総合理工学部 

助教授 杦村 喜則 様 

この地方の景観としての 

植生の現状 

10 月 2 日 
上津竹炭工芸クラブ 

  会長 嘉本 甫 様 
 

■■■ 出席報告 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率 

42 32  10 (2) 80.00 % 87.50 % 

■■■ 欠席者 

三代／内田／園／河原／堀江／大島治／山根／荒木 

 （石原恵／吾郷） 

■■■ 来訪者 

な し 

■■■ MU 

9/12 大島卓・大谷 （出雲南） 

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

■■■ 次回例会受付当番 

（10 月 2 日） 田中祥貴／堀江卓男／飯塚大幸 

■■■ 近隣クラブ例会情報  （メークアップを考えましょう） 

   （出雲）                 （松江）  赤文字 例会変更 

月 出雲中央ＲＣ 9/29 月 松江南ＲＣ 9/22  

火 出雲ＲＣ 10/14 火 松江しんじ湖ＲＣ  

水 
大社ＲＣ 10/8 10/15 

      10/29 （休） 
水 松江ＲＣ 10/8 

  木 松江東ＲＣ 10/30 (休) 

金 出雲南 10/3 10/31 （休）   

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

－ アウトレットモール － 

在庫処分品などを低価格で販売する店が集まった商業施設。 

傷がついたものや、一年前に売れ残ったものを主に扱うが、最近は発売後す

ぐの商品や、アウトレット専用商品を売る店も増えている。同じ商品を他店で

買うより 2～6 割安く、セール時には 8 割引きも珍しくない。 

米国が発祥で、日本一号店は 1993 年に開業した。国内市場規模は四

千億円と推定されている。全国の出店数は三十三か所に達し、三井不動産

とチェルシージャパンが二強となっている。 

そろそろ過当競争の懸念もささやかれており、早晩、生き残り競争に突入

しそうだ。 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１．例会変更 

出雲南ＲＣ 10/3（金） 職場訪問例会  於） 願楽寺 

    ビジター受付  11：30～12：30 事務局 

出雲ＲＣ  10/14(火) 職場訪問例会  於） 瀧川産業 

    ビジター受付  11：30～12：30 ホテル武志山荘 

２．休   会 

 松江ＲＣ   10/8（水）  定款により  

    ビジター受付 定刻定例会場 （ホテル一畑） 

松江東ＲＣ 10/30（木） 定款により 

    ビジター受付  な し 

出雲南ＲＣ 10/31(金)  定款により 

    ビジター受付  な し 

３．ガバナー鳥居滋様より 「地区会員増強・Ｒ財団合同セミナー」

出席へのお礼状を頂きました。 

４．ゆめのつばさコンサート2008実行委員会 代表 土江和世様より

9/14 開催のコンサート後援へのお礼状を頂きました。 

５．出雲全日本大学駅伝競走組織委員会より、ＰＲ用品 （チラシ、

シール、はがき） がまいりましたので、ご希望の方はお申し出下

さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

クラブ広報委員会 ： ロータリーの友 9 月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

原孝 大島治会員のご長男さん 結婚を祝して。 

大島治 息子が結婚いたしました。今後ともよろしくお願いします。 

槇野 大島治会員のご子息 淳司さんのご結婚を祝し。 

      一畑の杜コンサートの盛会をお祝いして。歌も目も最高でした 

大島卓 一畑の杜コンサートは中秋の月の中幻想極まる、今迄感じた

ことのない感動でした。成功おめでとうございます。 

常松 先日の一畑の杜コンサートでは 福島明也氏の深い響きに酔

いしれました。今年は蚊にも刺されず心地よい秋風も入ってき

て素晴らしい雰囲気でした。 

田中浩 9/13 の一畑の杜コンサートは予想をはるかに超える 185 名の

お客様を迎え、無事成功裡に終えました。 

ご協力ありがとうございました。 

飯塚大 一畑の杜コンサートには皆様にご支援いただき盛大に開催し

て頂き、誠にありがとうございました。 

      9/27 県民会館で尺八の演奏会に出演することになりました。 

      つたないものですが、ご案内させていただきます。 

持田 先週は欠席し、大島前ＳＡＡには大変お世話になりました。 

      東京バナナの変わりにスマイル致します。 

原光 先週は大島前ＳＡＡに大変お世話になりました。 

 

 

クラブテーマ 「 環境 」  



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

森林整備と環境 

島根県中山間地域研究センター  山中 啓介 様  
 

 
 

森林による主な環境保全機能には、水源かん養機能・土砂流出防備・

土砂崩壊防備・防風・水害防備などがあり、水・土・風・生活などに関わって

います。 

実際に森林の地表を樹木や草で覆うと、土砂災害の防止、風害・塩害の

緩和、景観の維持に役立ちますが、整備に必要な人・金・モノが十分に揃う

ことはなく、また、手間がかかる割になかなか思いどおりにいかないことが多く、

小さな投資で大きな効果を得られるような工夫が必要です。 

最後に、森林は環境に必要ですが、森林整備が環境問題のすべてを解

決できるわけではないことをご理解ください。 


