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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 

3 月 12 日 
平田高校 

 島田 正大 先生 

男子第 59 回・女子第 20 回 

全国高等学校駅伝競走大会

に出場して 

3 月 19 日 

木綿街道まちづくり 

 アドバイザー 

石川 良一 様 

雲州平田の建築物 

3 月 26 日 

今宮 孝 様 

橘 由美子 様 

三代 寿美代 様 

1970 年代中心に 

フォークソング・ポップスの演奏 

■■■ 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 29  13 (4) 76.32 % 84.21 % 

■■■ 欠席者 

飯塚大／持田／錦織／西谷／常松／黒田／園山／木佐／三代 

（石原恵／吾郷／森山／山根） 

■■■ 来訪者 

な し 

■■■ MU 

な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 

（3 月 26 日）  福田磨寿穂／大島卓爾／大谷 孝 

■■■ 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 3/30 （休） 4/13 月 松江南ＲＣ  

火 出雲ＲＣ  火 松江しんじ湖ＲＣ 3/31 

水 大社ＲＣ 4/8  4/29 （休） 水 松江ＲＣ  

  木 
松江東ＲＣ 4/16  

4/30 （休） 5/7 （休） 

金 出雲南ＲＣ    

■■■  会長挨拶 ■■■ 

－ ２ケタ増で最高益５４社 － 

自動車・電機などの業績が大きく落ち込む中で、独自の強みを武

器にした企業が収益を伸ばしている。上場企業の今年度の業績見

通しを集計したところ、経常利益が前期に比べ二ケタ増で、かつ最

高となる企業（経常利益が 50 億円以上）が 54 社に達することがわ

かった。キーワードは「低価格」「新市場」「環境」。低価格市場で消

費者の節約志向をとらえたり、インターネットで独自性の高いサービス

を展開するなどして、需要を掘り起こしている。 

低価格  ・  節約志向をとらえる 

    ユニクロ  ファミリーマート  ニトリ  など 

新市場を開拓 

    セブン銀行  ディー・エヌ・エー  東和薬品  など 

環境  ・  新エネルギー 

    日本製鋼所  ＧＳ・ユアサコーポレーション  ダイセキ など 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１．例会変更 

大社ＲＣ  4/8 (水)  18：30～ 花見例会  島根ワイナリー 

 ビジター受付 11：30～12:30 事務局  

松江東ＲＣ 4/16 (木)  移動例会 （職場訪問） 

 ビジター受付 12：00～12：30  ホテル一畑 

２．休 会 

大社ＲＣ  4/29 （水)  祝日 

松江東ＲＣ 4/30 (木) 5/7 (木)  定款により 

 ビジター受付   な し 

３．3/7・8 ホテル一畑において会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）が開催さ

れ、高砂次年度会長、恒松次年度ガバナー補佐 出席致しました。 

４．3/29 （日） ＩＭご参加の皆様 

    集合出発 ： 11：00 （お弁当を準備します） 

    集合場所 ： 平田商工会議所 （バスで出かけます） 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

 ○ 森山俊雄会員 入院加療中により 3 月末日を以って、退会届が

提出され、受理致しました。 

 ○ 2009～2010 年度の ＩＭ が平田クラブのホストで開催されるあたり、

ＩＭ 実行委員長を槇野良文会員に決定致しました。 

■■■ スマイル ■■■ 

恒松・高砂  PETS に出席致しました。 

大島卓 12 時 20 分出雲空港着 12 時40 分例会場着で 10分遅刻。 

ロータリーは時間を守ることが基本です。スマイルします。 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「男子第 59 回 ・女子第 20 回  

全国高等学校駅伝競走大会に出場して」 

平田高校 陸上競技部 顧問 島田正大 様 

 

 今年度は女子長距離選手が 6 名揃ったおかげで、県大会で優勝し、島根

県代表として「男子第 59 回・女子第 20 回 全国高等学校駅伝競走大会」

に初出場しました。成績は 1 時間 12分 43 秒で出場 58 校中 40 位という結

果でした。目標としていた県最高記録の更新は達成できませんでした。 

今回の全国高校女子駅伝出場に際し、多くの皆様からの寄付や応援を

頂き、本当にありがとうございました。来年度以降も全国大会に出場できるよ

うに、選手・コーチともに頑張りますので、ご声援よろしくお願いいたします。 

 

クラブテーマ 「 環境 」  


