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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 

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 
職業奉仕委員長 

     石原 輝男 
ロータリーの歴史と職業奉仕 

10 月 15 日 会員 福田磨寿穂 国土調査について 

■■■ 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 

36 28  8 (2) 82.35 % 82.35 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園／園山／堀江／持田／遠藤／河原 （石原恵／山根） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

吾郷・槇野・勝部・本常・西本・林・板倉 （出雲南） 

中田 （松江しんじ湖） 

■■■ メークアップ ■■■ 

9/30 黒田 （大社） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（10 月 8 日）  内田節夫／槇野良文／ 

（10 月 15 日）  杉原朋之／大島 治／大島卓爾 

■■■ 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 10/26 11/2 

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 10/16 

 10/30(休) 
  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

 本日は職業奉仕委員会の担当で、当地国富コミュニティーセンタ

ーで例会を開催することができ、職員一同歓迎致します。 

このコミセンは今年 3 月に竣工したばかりの真新しいセンターです。 

現在職員は 4 名で地区内の各種団体、クラブ、サークルの事務局 

として日々地域のために頑張っています。 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

松江南 RC  10/26(月) 夜間例会 18：30～ 於) 玉湯町 ふじな亭 

         ビジター受付  12：00～12：30 松江東急イン 1 階ロビー 

     出雲南 RC  10/16(金) 職場訪問例会 於) 古代出雲歴史博館 

            ビジター受付  11：30～12：30 事務局  

２． 休   会 

     松江南 RC  11/2(月) 定款第 6 条により 

         ビジター受付  12：00～12：30 松江東急イン 1 階ロビー 

     出雲南 RC  10/30(金)  定款第 6 条により 

         ビジター受付  な し 

３．会費の引き落し 10/8  51,000 円 (10・11・12 月分) 

４．ロータリーレートの変更   10/1 より 1 ドル 90 円 (現行 94 円) 

５．地区大会へはバスで出かけます。 

   集合時間等につきましては、後日お知らせいたします。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

○ 10/22(木)より、例会場をホテルほり江へ変更致します。 

○ 西谷義興会員より代表取締役退任により9月30日付けをもって退会届

が提出され、受理いたしました。 

○ H22/2/18(木)の例会を 2/14(日)IM へ振替ます。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

出席親睦委員会 ： 10 月の会員誕生・夫人誕生・結婚記念のお祝い 

ロータリー情報委員会 （杉原邦委員長） ： 新入会員セミナー開催について 

■■■ スマイル ■■■ 

高砂 （職業奉仕委員会石原委員長様、国冨コミセンに来ていただきあ

りがとうございました。） 

槇野 （当センターを中心として国冨地区のご繁栄を祈念致します。） 

佐々木 （今日は国冨コミセンへの職場訪問ありがとうございます。黒崎

センター長様大変お世話になります。） 

福田 （今日初めて国冨コミュニティーセンターにお邪魔致しました。大変

お世話になります。） 

石原輝 （職場訪問例会を国冨コミセンでお世話になって!） 

釜屋 （二女の寛子が、にいがた国体のなぎなた成年女子の部で 4 位に

なりました。） 

恒松 （西谷さん、大変お世話になりました。 楽しい、おもしろい話でし

た。） 

内田 （西谷様、長い間ありがとうございました。お元気で。） 

西谷 （大変長い間、お世話になりました。） 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

職場訪問例会 

於） 国富コミュニティーセンター  

 

 

黒崎センター長    

 

 

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

一畑の杜コンサートを有志で鑑賞 

会 員   大 島 卓 爾 

今年は青山恵子さんの情叙歌と琴の演奏であった。 

当夜は中秋の名月で久しぶりに空は晴れわたり、正に天空の世界であった。 

 澄みきった冷気、静寂な杜の中で、時々梵鐘の「ゴーン」という重音、その

中に一際冴えて琴の音が流れる。更には「チーン」と密かに響く鐘の音が・・・。 

ああ、これがお釈迦さまがいらっしゃる浄土の世界か・・・。 

すべてを忘れさせる 空の世界であった。 

余韻さめやらぬ内に下界に降りた。 

降りた先は「おでん屋」であった。やがて、又 元の我々にかえり、しばし人間く

さい話が盛り上がり、秋の夜は更けていった。 

 

 

 


