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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 高砂 明弘    副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造    会計／ 伊藤 義徳

■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

7 月 16 日 
ガバナー補佐 

恒松 克己 様 
 

7 月 23 日 会員 釜屋 治男 成年後見制度について 

7 月 30 日 
前年度会計 大谷 孝 

今年度会計 伊藤 義徳 
クラブ協議会（決算・予算） 

■■■ 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 

37 31  6 (2) 88.57 % 91.43 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

大島卓／杉原朋／田中浩／堀江 （石原恵／山根） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

恒松 ガバナー補佐・内田 グループ幹事 

■■■ メークアップ ■■■ 

な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（7 月 23 日）  内田節夫／園山 繁／杉原邦彦 

（7 月 30 日）  釜屋治男／田中久雄／田中浩史 

■■■ 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 8/24 

8/31（休） 
月 

松江南ＲＣ 8/3  

8/10 8/17 

火 出雲ＲＣ 7/21(休) 8/11(休) 火 松江しんじ湖ＲＣ 8/11 

水 
大社ＲＣ 7/22 7/29 

8/12（休） 
水 松江ＲＣ  

  木 
松江東ＲＣ 7/30（休） 

  8/13（休） 8/20 

金 
出雲南ＲＣ 7/31（休） 

8/14（休） 8/21 
  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

－ 水よりビールが沢山飲める理由 － 

ビヤガーデンの時期がやってきました。 

夏の仕事終わりにジョッキで１パイ！ 最高ですね。 

ところで水はどうしてビールを飲むほど飲めないのでしょうか？ 

同じ液体、口から入って食道を通り胃に入っていく過程は同じだが、

体内に吸収される時のスピードが違う。 

水はわずかずつ十二指腸に送られ、小腸から大腸を通るときに腸壁

からしか吸収されない。 

ビール、アルコールは腸壁からも胃壁からも吸収され、炭酸ガスや糖

分を含むと早く吸収されるため、ガブ飲みしても大丈夫。 

おまけに利尿作用もあるので沢山飲める。 

 どうぞ皆さん、今年の夏も飲み過ぎない様に、ほどほどに。 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１．例会変更 

松江南ＲＣ   8/3（月）  早朝例会 7：00～ ＮＨＫ松江放送局 

8/10（月）  4 クラブ合同夜間例会   

 ビジター受付  12：00～12：30 東急イン １Ｆロビー 

出雲南ＲＣ   8/21(金)   早朝例会 

出雲中央ＲＣ  8/24(月) → 8/28(金) ガバナー公式訪問 

 ビジター受付  11：30～12：30 事務局  

２．休  会 

大社ＲＣ    8/12（水）       定款第６条により 

出雲南ＲＣ   7/31(金)・8/14(金)     〃 

出雲中央ＲＣ  8/31(月)           〃 

ビジター受付  な し 

松江南ＲＣ   8/17(月)       定款第６条により 

ビジター受付  12：00～12：30 東急イン １Ｆロビー 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

前年度 出席親睦委員会 （田中祥 前委員長） ： 優良出席会員の表彰 

ホームクラブ１００％出席者 ： ５名 

 飯塚 詔夫 

 釜屋 治男 

 小村 益造 

 佐々木哲也 

 恒松 克己  

 

 

１００％出席者 （メークアップを含む） ： １０名 

 遠藤  栄 

 平野 順一 

 加藤  昇 

 加藤 喜久 

 持田 稔樹 

 大島 卓爾 

 大谷  孝 

 高砂 明弘 

 田中 久雄 

 田中 浩史 

 

クラブ広報委員会 （田中久 委員） ： ロータリーの友 7 月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

恒松・内田 （本日例会にＧ補佐としてお邪魔致します。宜しくお願いし

ます。） 

高砂 （恒松Ｇ補佐様、よろしくお願いします。） 

飯塚大 （7 月 20 日、ロータリー愛の献血を宜しく願いします。） 

園山 （末娘がインターハイに出場します。是非ご声援下さい。 種目は

新聞をご覧下さい。） 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

ガバナー補佐 訪問例会 

 

恒松 克己 

第４グループガバナー補佐 

 

 

平田ＲＣ   高砂明弘 会長 

個人会員で構成 

クラブ数 日本     ２，３０９ クラブ 

世界    ３３，１３５ クラブ （２００カ国） 

会員数 日本     ９４，５７５ 人 

世界  １，２１７，０３７ 人 

 

国際ロータリー   ジョン・ケニー 会長 （スコットランド） 

クラブが加入します。 ２００カ国以上から３３，１３５ ＲＣが加入 

ＲI テーマ 「ロータリーの未来はあなたの手の中に」 

第２６９０地区   葛尾信弘 ガバナー 

地区テーマ 「ロータリーは地域とともに」 

 

ロータリー財団 法人会員は国際ロータリーのみ 

正式名は「国際ロータリーのロータリー財団」 

寄付を受けて人道的、教育的プログラムのために資金を支給します 

 

○財政状況悪化のためロータリー財団のプログラムに多大の影響を

生じている 

○2007年野生ポリオウイルスの世界的撲滅を最優先事項とする 

○マッチンググラントの予算は７０％削減される 

○財団が２０１７年に１００周年を迎えるに当たり「未来の夢計画」と

して改革されます 

 

詳細は９月６日の地区会員増強､ロータリー財団セミナーで説明があります。 

 

GSE Group Study Exchange 研究グループ交換 

第２６９０地区大会 １０月１７・１８日 松江市 

IM Intercity Meeting 

 

ポリオ・プラス基金 

１ 予防接種を通じて毎年、予防できたポリオ患者数 

１９８８年世界的ポリオ撲滅運動の開始から、主として開発途上

国の約５００万人の子供たちがポリオにかかったと推定されますが、こ

の人たちが正常に歩いています。ポリオの予防接種を受けたからです。

現在では毎年５０万人以上がポリオを免れています。 

 

２ 予防接種を受けた子供の数 

ロータリーがポリオ・プラス・プログラムを開始した１９８５年以来国際

ロータリーとその財団、およびパートナーの努力で２０億人以上の子供

たちが経ロポリオ・ワクチンを投与されました。 

 

３ ２００６年における予防接種 

２００６年３６カ国で３億７５００万人以上の子供が予防接種を受

けました。 

 

４ ポリオのない国に居住する子どもたちの割合 

１９８８年に、世界の１０パーセントの子供たちがポリオのない国に

居住していましたが２００７年では７０パーセント以上の子供たちがポ

リオのない国に居住しています 

 

５ 子供一人当たりのワクチン費用 

一人当たりわずか米貨６０セントのワクチンを使うことで子供をポリ

オから救うことができます 

 

６ ポリオウィルスの流入 

一度ポリオ発生ゼロとなった２７の国々に、２００３年１月以来、野

生株のポリオがもちこまれ、１，４００件以上の麻庫が伴うポリオの症

例が見られました。 

 

 


