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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 24 日 
ホシザキグリーン財団 

 山口 勝秀 様 

宍道湖の環境 

  ゴビウスについて 

10 月 1 日 職業奉仕委員会 
職場訪問例会 

  国富コミュニティーセンター 

10 月 8 日 職業奉仕委員会 優良者表彰 

■■■ 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 (3) 91.18 % 82.35 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

内田／園山／堀江 （石原恵／山根／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

塩野 （出雲南） 

■■■ メークアップ ■■■ 

な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（10 月 1 日）  持田稔樹／黒田昌弘／牧野昭雄 

（10 月 8 日）  内田節夫／槇野良文／ 

■■■ 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 10/6 

  10/27 

水 大社ＲＣ 10/21 10/28 水 松江ＲＣ  

  木 松江東ＲＣ 10/22(休) 

金 出雲南ＲＣ    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

先週ガバナー公式訪問例会を無事終えることが出来ました。 

会員の皆様ありがとうございました。 

又、本年 3 月 26 日に福島西ロータリークラブからメーキャップに来

訪された河野担司様より“続 出会いと研鑽”全都道府県で 163 ク

ラブメーキャップした時の様子が書かれた冊子が届きました。 

事務局にありますのでぜひ一読して見られてはいかがですか。 

さて、先日彼岸の入りを前に国富地区でも地区戦没者慰霊祭が

行われました。日清・日露・日中戦争。昭和の大戦にわたる激しい

長い戦争で地区内 94 名のうら若き青年や一家の大黒柱であるべき

青年が尊い命を捧げられました。 

先日の山陰中央新報の「こだま欄」に「戦争体験を聞いて」と言う

高校二年生の鬼村衣梨菜さんの投稿が載っていました。紹介しま

す。 

「戦争というのは実際に体験したのと、それを聞くのとでは違いがあ

りすぎる。でも、それを語り継ぐことを私たちの世代で止めてはいけな

い。戦争が人々にどんな影響を与えるのか。失うものばかりで得る   

ものなど何もないということを後の世代に伝えていかなければならな

い。」と 16 才の少女が書いていました。 

こうした悲惨な戦争の教訓を風化させることなく確実に次の世代

に引き継いで世界の恒久平和に向けて積極的に功献していかなけ

ればならないと思います。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

大社 RC  10/21(水)  職場訪問例会 12：30～ 於) 島根ワイナリー 

       10/28(水)  観月例会  18：30～ 於） ミッドタウン桃山 

         ビジター受付  11：30～12：30 事務局  

２． 地区大会への出席について 

  本日出席表をお回ししておりますので、当日出席の方はご記入下さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

プログラム委員会 （加藤喜委員長） ： 10 月、11 月の例会予定の紹介 

職業奉仕委員会 （石原輝委員長） ： 優良表彰者の推薦について 

■■■ スマイル ■■■ 

塩野 （出雲南） （数年ぶりにおじゃま致しました。宜しくお願いします。） 

恒松 （地区大会、平田 RC 全員登録ありがとうございました。 

地区大会へ皆様ご出席お願い致します。） 

高砂 （山口様、本日スピーチよろしくお願い致します。） 

槇野 （出雲南クラブ塩野様のご来訪を喜んで。息子が大変お世話にな

り感謝申し上げます。） 

飯塚大 （出雲南 RC 塩野裕士様ようこそいらっしゃいました） 

田中浩 （山口様 今日はお世話になります。 塩野様ようこそ。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「宍道湖の環境  ゴビウスについて」 

ホシザキグリーン財団  山口 勝秀 様 

 

宍道湖七珍の分類 

地方名 標準和名 宍道湖 中海 
すずき （せいご） スズキ ◎ ◎ 

もろげ、ほんじょ ヨシエビ ○ ◎ 

うなぎ ウナギ ◎ ◎ 

あまさぎ ワカサギ ◎ ◎ 

しらうお シラウオ ◎ ◎ 

こい コイ ◎ △ 

しじみ ヤマトシジミ ◎ △ 

 

 


