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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 

2 月 27 日 

（金） 

18:：30～  

於） 出雲ロイヤルホテル 
5RC 合同例会 

3 月 5 日 三津町  和泉  実 様  

3 月 12 日 平田高校 島田 先生  

■■■ 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 22  20 (5) 59.46 % 94.74 % 

■■■ 欠席者 

荒木／福田／石原輝／黒田／加藤昇／加藤喜／木佐／牧野／ 

園／槇野／田中祥／常松／園山／西谷／堀江 

（石原恵／吾郷／森山／山根／伊藤） 

■■■ 来訪者 

2/26 湯浅・古川・山田・常松 （出雲南） 

 中村・岡 （出雲中央）、  日野・岩成 （大社） 

■■■ MU 

2/19 恒松・原孝・加藤昇・大島治・田中祥・原光・持田・大島卓 

（家庭集会）  

2/23 大島卓・高砂 (出雲中央) 

2/24 平野・大島卓・高砂 （出雲） 

2/25 平野・高砂・大島卓 （大社） 

2/26 加藤喜・平野・堀江・荒木・石原輝・内田・錦織・黒田 

（家庭集会）  

2/27 大島卓・高砂 （出雲南） 

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

■■■ 次回例会受付当番 

（3 月 12 日）  伊藤義徳／森山俊雄／西谷義興 

■■■ 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  

火 出雲ＲＣ  火 松江しんじ湖ＲＣ  

水 大社ＲＣ  水 松江ＲＣ  

  木 松江東ＲＣ  

金 出雲南ＲＣ 2/27   

 

■■■ ご挨拶 ■■■ 

出雲南ＲＣ 福代新治 会長 

本日は国際ロータリー第2690地区、第 4 グループの出雲市 5ロータリーク

ラブの合同例会に、188 名という多数のロータリアンの皆様に御参集いただき、

有難うございます。本日のこの合同例会は三代和鑑ガバナー補佐の主催で

あり、それに永田実グループ幹事も輩出しております出雲南ロータリークラブ

が担当いたします。私は今年度の会長を務めております福代です。まずもっ

て、この第4 グループの運営にご指導いただいております三代ガバナー補佐に

感謝申し上げます。また山本茂生パストガバナー、原久義パストガパナーに

も御臨席いただきました。誠に有難うございます。 

合同例会は、旧出雲市時代には 3 クラブ合同例会がしばしば行われてお

りましたが、新出雲市という行政区分になってからは、5 クラブが合同で行うの

は、平成17年の出雲中央ＲＣがここ出雲ロイヤルホテルでされ、昨年度は大

社ＲＣが島根ワイナリーでされたのに続き、今回が 3 回目となります。この合

同例会で5クラブの会員の更なる連携と親睦がなされるものと期待しておりま

す。 

最近は目立って明るい話題というものがありませんが、あえて挙げれば、出

雲市では多数の会員が関係されたでしょう新出雲市市庁舎の開庁があり、

世界的には日本映画の「おくりびと」がアカデミー賞外国語部門でオスカーを

受賞し､短編アニメ賞を「つみきのいえ」が受けたという、日本の映画が好きな

ものにとってはうれしい明るい話題がありました。 

今年度は、李東建ＲＩ会長のテーマ「夢をかたちに」と、第 2690 地区の鳥

居滋ガバナーのメッセージを踏まえ、各クラブが積極的に事業を展開されてお

られます。私達の出雲南ＲＣも「子どもの食物アレルギー」の講演会や、清掃

奉仕もいたしております。特に出雲ＲＣから御提唱のありました「しまねがん対

策募金」への協力の試みはこの 5 クラブだけでなく、島根県の他の地区にも

広がっております。これに賛同いたしまして、出雲南ＲＣ会員からの寄付を募

り、本日、その浄財を島根難病研究所へ贈呈いたしました。 

今日のこの合同例会がさらにお互いのクラブの結びつきを強くし、各ロータリ

アンがお互いの親睦とともに更なる奉仕の道を進んで歩まれんことを願いまし

て、挨拶といたします。 

 
 

 

第 4 グループガバナー補佐 三代和鑑 様 

 

本日は第 4 グループの合同例会を開催いたしましたところ、このように沢山

の皆様にお出かけ戴き誠に有難うございます。先ずもってお礼申し上げます。 

 

クラブテーマ 「 環境 」  



当初、鳥居滋ガバナーにお出かけいただきご挨拶を賜る手筈になっていま

したが、急遜止む無きスケジュールが入ったようでございます。ここにメッセージ

を戴きましたのでご披露申し上げます。 

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

出雲市 5 ロータリークラブ合同例会によせて 

国際ロータリー 第2690地区 ガバナー 鳥居 滋 様  
国際ロータリー第2690地区第4グループのロータリアンの皆さんこんばんは。

本日は残念ながら欠席をいたしましたが､一言ご挨拶を申し上げます。 

私は、合同例会を開催し、近隣のロータリアンが情報交換を行う試みは、

明日のロータリー活動に大きなインパクトをもたらすものと信じております。また、

これにより、クラブ間で切磋琢磨して頂くのに最適な企画と存じます。既に共

同企画として｢島根がん対策募金｣などの実績もあり､今後 5 クラブが力を合

わせることにより、これからの奉仕活動にいっそう精進して頂けることと期待い

たしております。 

さて､ロータリーの綱領に『職業における道徳的水準を高め、各自の業務を

通じて社会奉仕をするために､その業務を品位あらしめ、そのようなロータリア

ンの親交によって､国際間の理解と親善と平和を推進すること』とされています。

特に｢職業における道徳的水準を高める」ことに、日頃より最大の関心を払っ

ていただきたいと考えております。これを実現する第1歩として、この合同例会

の役割は大きいものとなる筈です。ぜひ､ロータリアン相互の理解と親睦を深

めると共に、活発な意見交換をして頂き、参加された皆様に稔り多きことを

願っております。 

今回の合同例会が所期の成果を収められますよう祈念しております。 

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

メッセージの中に｢島根がん対策募金｣について触れてありました。出雲ＲＣを

中心に各クラブとも積極的に取り組んで戴き、成果が上がっていることに感謝

を申し上げる次第です。引き続きご協力戴きますようお願い申し上げます。 

本年度は、ＲＩ会長の強調事項に因んだ地区の重点テーマとして､特に｢水

と環境保全｣につきまして、それぞれのクラブで様々なかたちで取り組んで頂

いております。まだこれから事業展開なさるクラブもあるようでございますが、ど

うぞ十分な成果を挙げられますよう期待しております。 

次に、先般来3月29日江津において開催されますＩＭのご案内に各クラブ

を訪問させて頂きました。出雲ＲＣだけがスケジュールの折り合いが付かず訪

問できませんでしたが、出雲ＲＣはすでに参加希望者数をクリアされていらっ

しゃいました。改めてお礼にお伺いさせて戴くよう考えていますので、ご了承く

ださいませ。その後、お陰様で各クラブ共に追加登録をして頂き、主催の江

津ＲＣからお礼の電話がございましたので､ご報告申し上げます。ご協力有難

うございました。会員同士が長時間一緒に居る機会はそう滅多にありません。

特に入会 5 年未満の会員の方には是非お出かけ頂き、ロータリークラブの活

動と親睦を肌で感じてもらえれば幸いです。なお､当日懇親会会場等若干

変更があるようでございますので、ご注意ください。 

最後になりますが､6 月に第 100 回の国際大会がイギリスのバーミンガムで

開催されます。出雲南ＲＣを中心に11名で参加する予定です。参加希望が

ございましたら、数日内に私までお申し出頂きますと詳しくご案内いたします。 

以上、簡単ではございますが､挨拶といたします。どうぞ、年に一度の 5 クラ

ブ合同の会合でございます。時間の許す限りごゆっくりご歓談いただき、稔り

多い会となりますことを祈念いたします｡宜しくお願い申し上げます。 

■■■ スマイル ■■■ 

原孝・田中浩  第 4 グループ 5 クラブ合同例会を祝して。 

 

 

懇 親 会 

 

   

 

 

 

 


