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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 

1 月 15 日 
湯陣 千代の湯  

取締役 新宮 文子 様 

玉造り温泉 女将の会の 

歩みとこれから 

1 月 22 日 国富町 原 美代子 様  

1 月 29 日 米子市 濱田 珠寶 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 31  11 (4) 81.91 % ― 

■■■ 欠席者 

三代／持田／黒田／堀江／園山／園／荒木 

（石原恵／河原／吾郷／森山） 

■■■ 来訪者 

な し 

■■■ MU 

 な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 

（1 月 29 日）  常松秀清／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  月 松江南ＲＣ 1/26 

火 
出雲ＲＣ 2/3 （休） 

2/10  2/24 
火 松江しんじ湖ＲＣ  

水 大社ＲＣ 1/21 （休） 水 松江ＲＣ  

  木 松江東ＲＣ 1/29 

金 出雲南ＲＣ 1/23   

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

－ 中小企業の優遇税制 － 
 大企業に比べて体力が弱い中小企業の税負担を軽減し、事業を

支援する税制。対象企業の技術開発を促し、日本経済の底上げ

や生産性の向上などを目指す。中小企業は企業全体の９割以上を

占めており、雇用確保の意味合いもある。租税特別措置法を活用

し、一定の条件を満たす企業の法人税を軽くすることが多い。企業

が機械などを購入した場合、法人税の一部を差し引く「投資促進税

制」などが代表例。世界的な景気悪化を受けて、政府．与党内で

は中小企業に対する優遇税制を強化すべきだとの声が強まってい

る。 

投資促進税制 設備投資の取得価格の一部を税額控除 

人材投資促進税制教育訓練費の一部を税額控除 

減価償却の特例 一定額未満のモノを購入した場合に即時償却 

エンジェル税 ベンチャー企業に出資した投資家の税負担を軽減 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

出雲南ＲＣ 1/23 (金)  新春家族会 （夜の例会） 

     ビジター受付 11：30～12：30   事務局  

松江南ＲＣ 1/26 (月)  松江４ＲＣ合同例会のため 

     ビジター受付 12：00～12：30 東急イン 1 階ロビー 

出雲ＲＣ   2/10 (火)   2700 回記念例会 （夜の例会） 

18：30～ 於） ホテル武志山荘 

        2/24 (火) → 2/27 （金）  出雲 5ＲＣ合同例会 

 18：30～ 於） 出雲ロイヤルホテル 

     ビジター受付 両日とも 11：30～12：30 ホテル武志山荘 

２． 休  会 

大社ＲＣ   1/21 (水)  定款により。  ビジター受付 なし 

出雲ＲＣ   2/ 3 (火)  定款により。  ビジター受付 なし 

■■■ 次年度 理事会決定事項 ■■■ 

☆  2010 年 2 月 14 日（日） 平田クラブホストで、第 3・4・5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

合同での ＩＭ 開催が決定致しました。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

クラブ広報委員会 ： ロータリーの友 1 月号の紹介 

ロータリー情報委員会 ： ロータリー情報の提供 

■■■ スマイル ■■■ 

原孝 新宮さん、今日はようこそおいで下さいました。だんな様は北高の

時の同窓生です。玉造は千代の湯のお湯が一番です。 

恒松 田中久雄様、今年は金婚式おめでとうございます。 

大島卓 幼稚な話をして申し訳ありませんが、今月はロータリー理解推

進月間ですのでロータリー情報委員会がやむを得ずお話をしま

した。諸先輩 悪しからず！ 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「玉造温泉 女将の会の歩みとこれから」 

湯陣 千代の湯 取締役 

  新宮 文子 様 

 

「玉造温泉 女将の会」は30数年前か

ら存在しています。当初は、同年代の

女将が集まる会でしたが、その後、世代

を超えて集まるようになりました。その内容も、同規模旅館同士、仕入れ先

の調査などの勉強会として始まり、就業規則変更に伴う労働対応やお客さ

まへの対応の仕方なども学ぶようになってきています。 

平成 12 年の鳥取西部地震の際には、玉造温泉でも客足が減少したため、

キャラバン隊を結成してあちこち出かけました。 

石見銀山、出雲大社、木綿街道、一畑薬師などの周辺の観光地をいか

して、今後も玉造温泉街をアピールしていきたいと考えております。 

 

クラブテーマ 「 環境 」  


