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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 

9 月 10 日 大谷孝・河原治子委員長 
地区 会員増強・ロータリー

財団セミナー報告 

9 月 17 日 
第 2690 地区ガバナー 

 葛 尾 信 弘  様 

公式訪問例会 

   ホテル ほり江 

9 月 24 日 ゴビウス職員  

■■■ 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 28  9 (3) 82.35 % 94.29 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

槇野／原孝／原光／西谷／園山／園 （石原恵／山根／杉原邦） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

重栖 豊 （松江しんじ湖） 

■■■ メークアップ ■■■ 

9/7 飯塚大 (出雲中央) 

9/9 平野 (大社) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（9 月 17 日）  釜屋治男／石原恵行／伊藤義徳 

（9 月 24 日）  平野順一／加藤 昇／加藤喜久 

■■■ 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 9/14 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 9/23（休） 

  木 松江東ＲＣ 9/24（休） 

金 出雲南ＲＣ    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

６日日曜日には、会員増強、ロータリー財団合同セミナーが松江

くにびきメッセで行われた。 

当日は大谷、河原両委員長さんには、しっかり勉強していただき、本

年度のロータリー事業に生かしていただきます。 
又、５日には、飯塚会員のご招待で一畑薬師でのお茶会に出席

してきました。すばらしい庭園、眼下に広がる宍道湖を眺めながら、

一服いただき、ひさしぶりに静かな時をすごすことが出来ました。 
飯塚会員様ありがとうございました。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． ガバナー葛尾信弘様、代表幹事古満啓三様より 9/6 開催の会員増

強・R 財団合同セミナー参加へのお礼状を頂きました。 

２． るんびにぃ苑より「るんびにぃ新聞」 65 号を頂きました。 

３． 岡山東 RC より創立 40 周年記念誌を頂きました。 

４． 次週はガバナー公式訪問例会となっております。会場はホテルほり江に

於いて開催致しますので宜しくお願いします。 

なおガバナー講演の時にロータリー手帳のロータリー関連資料が必要で

す。お持ちの方はご持参下さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

クラブ広報委員会 （堀江委員） ： ロータリーの友 9 月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

重栖 （松江しんじ湖） （十何年ぶりにお邪魔します。宜しくお願いしま

す。）  

古瀬 (出雲中央) (この度「ロータリーの友」9 月号の表紙に小生の写真

が採用されました。米子の奥で行なわれるお祭りのスナップです。また、

小生の写真が一昨年の「ロータリーの友」の英語版の表紙にも採用

された事があります。これは大社の古代出雲歴史博物館のオープニ

ングセレモニーで行なわれた古太鼓演奏のスナップです。2 回も表紙

に採用されたことは、誰からも誉めていただけませんが「小生の実力」

ではないかと、密かに悦に入っているところです。) 

高砂 （先日の合同セミナーご苦労様でした。 飯塚会員にはお茶席に招

待して頂きありがとうございました。 BSS ラジオ(自由ほんぽおしゃべり

本舗 日本全国 B 級グルメ奇行)に本日 2 時 30 分から出演予定で

す 。 国際天文学連合 は火星と木星の間 に２ つの小惑星 に

ROKKOSANと TAKASAGOと登録されました。 天文家 関勉さん） 

大島卓 （先日一畑薬師お茶会に出席させていただきました。飯塚管長の

ご指導で何とかいただいて帰ることができました。ありがとうございまし

た。） 

河原 （一畑寺管長様、この間のお茶会にわざわざお出かけくださりありが

とうございました。よきお茶席に満足しました。） 

飯塚大 （お蔭様でお茶会が無事に、かつ盛大に開催されました。当日、

高砂会長様始め たくさんの会員諸氏にお運び頂き誠にありがとうご

ざいました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

地区 会員増強・ロータリー財団セミナー報告 

(２００９年９月６日 於 くにびきメッセ) 

 

○ 基調講演 

    “ロータリーの未来はあなたの手の中に” 

                 元R I 理事  渡辺好政 

 



 

 

 

○ 会員増強セミナー 

大谷 孝 委員長  

（１）講 演 ：  “私達のロータリー”を語り合おう 

                 元R I 会員組織コーディネーター 

                     渡邉守人 (甲府南RC) 

（２）事例発表 

 

 

○ ロータリー財団セミナー 

河原治子 委員長  

（１）講 演 ：  “パイロット地区”について 

                 ロータリー財団コーデｨネーター 

                     橋本 譲 (倉敷RC) 

 

 

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

一畑薬師 お茶会に出席させていただいて 

会 員   大 島 卓 爾  

先日は一畑薬師さまでお茶会が催され、出席させていただきました。 

会場にはお茶の達人や、師匠さまと思われる和装の令夫人が正座され、その

中に男３人、娘（？）２人が紛れ込んでいる感じ・・・。 

やがて、正座も ダウン・・・。 

 静寂の中に裏千家の師匠さまのお茶の作法の説明と、我々に心やさしいい

たわりの心遣いをいただき、正にロータリーの思いやりと気配りそのものでした。

その間、飯塚管長さまには正客になっていただき、我々を導いていただき何と

か雰囲気に添えることができました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


