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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 

2 月 25 日 
出雲市国際交流員 

ロバート・バートン様（アイルランド） 

日本に来ての印象と 

自国の紹介 

3 月 4 日 ゴビウス 佐々木 興 様 シラウオについて 

3 月 11 日 会 員  園山  繁 会員スピーチ 

■■■ 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 25  11 (4) 78.13 % ― % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園山／平野／大島卓／河原／槇野／大谷／堀江 

 （石原恵／山根／牧野／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

2/23 大谷 （出雲） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（3 月 4 日）  内田節夫／田中浩史／田中祥貴 

（3 月 11 日）  杉原朋之／恒松克己／山根章一 

■■■ 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  

水 大社ＲＣ 3/10 3/31（休） 水 松江ＲＣ  

  木 松江東ＲＣ  

金 出雲南ＲＣ    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

先日１４日のＩＭ開催には島根県内から多数の会員に参加してい

ただき成功裡に終えることが出来ました。槇野実行委員長のもと、

緻密にスケジュールを立て、恒松ガバナー補佐の指導で開会セレモ

ニー、事例発表、基調講演、ミュージカルと出席者みなさんに勉強の

場を提供でき、懇親会ではお互いに酒をくみかわし楽しいひとときを

すごすことができました。会員一人一人が、「平田に来ていただいて

良かった」との思いで出来た事業だと思います。ほんとうにご苦労様で

した。 

さて、本日は山田洋次監督の映画についてスピーチします。私の

好きな山田洋次監督の作品はみなさんご存知の渥美清の“男はつ

らいよ”にはじまる、人情劇の山田ワールドです。ユーモアとペーソス

に溢れたもので、風景を美しくとらえ、一般人や社会の逸れ者のささ

やかな日常生活にひそむ喜びと哀しみを丹念に描く。１９６９年“男

はつらいよ”発表。車寅次郎役で渥美清、２７年間で全４８作製作

された。１９７７年“幸福の黄色いハンカチ”、２００２年から、本格時

代劇（山形県庄内地方、現在の鶴岡市庄内藩）を舞台に３作が製

作される“たそがれ清兵衛”、２００４年、“隠し剣 鬼の爪”、２００６

年、“武士の一分”、最近では、吉永小百合出演の“母べえ”“おとう

と”です。日本人の心にしみる、日本人そのものを作品にしている様

です。ぜひともみなさん、時間があれば映画館に足を運んでみられた

らいかがですか。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

大社ＲＣ  3/10(水) 18：30～ 夜間例会  於） ますや旅館 

         ビジター受付 11：30～12：30  事務局  

２． 休  会 

大社ＲＣ  3/31(水)  定款第 6 条により 

            ビジター受付  な し 

３． 熊平雅人様（東京ＲＣ）より「抜萃のつづり その 69」を頂きました。 

本日お配り致します。 

４． 地区代表幹事 古満啓三様よりＩＭ開催へのお礼状を頂きました。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

○  ガバナー事務所より、ＲＩ 保健及び飢餓救済支援グループゾーンコー

ディネーター宮崎茂和様より、支援活動実施（当地区としてカンボジアへ

蚊帳を送るため会員一人 500 円以上の協力）の要望と、ハイチ共和国

大震災義援金協力のお願いがあり、当クラブとして会員お一人保健及

び飢餓救済支援に500円、ハイチ震災義援に500円の協力を決定致し

ました。後日諸経費として引き落しをさせて頂きますのでよろしくお願い

致します。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

社会奉仕委員会 （飯塚大委員長） ： マイ箸の利用について 

■■■ スマイル ■■■ 

恒松ガバナー補佐 （ロバート・ジェームス・バートン様ようこそ。  

ＩＭ ご協力、運営ありがとうございました。） 

高砂 （ＩＭ 大成功に終わり会員の皆様、ご苦労様でした。） 

槇野 （会員の皆様のご協力により 2 月 14 日のＩＭが成功裡に終了し

ました。衷心より感謝申し上げます。） 

飯塚大 （ＩＭ 成功おめでとうございます。恒松Ｇ補佐、槇野実行委員

長、各副実行委員長、そして会員の皆様大変お疲れ様でした。） 

田中浩 （先般のＩＭの会場設営では大変お世話になりました。成功裡

に終了できたと思います。 

ＭＹ箸 初日から忘れてしまいました。すみません。） 

園 （先般のＩＭは大変好評で又、大変勉強になりました。 

本日少し早く退室させて頂きます。） 

原孝 （国際交流員のロバート・バートンさんをお招きして。） 

黒田 （申し訳ございません 早退致します。） 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「日本に来ての印象と自国の紹介」 

出雲市国際交流員 ロバート・バートン 様 （アイルランド） 

 



 

生年月日 １９８０年７月２５日 （２９歳） 

出身地 アイルランド ダブリン県 ダンレアリー・ラスダウン市 

経歴 ２０００年８月  日本にてホームステイ （１８日間） 

 ２００２年１０月～２００３年１２月  日本語専門学校 

 ２００６年８月～２００７年８月  関西外国語大学へ留学 

趣味 等 ウォーキング、ハイキング、ビリヤード、ボーリング、カラオケ 

抱負 通訳と翻訳を中心に、地域の人々とコミュニケーションを図り、

仕事をしていきたい。 

 

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

第 4 グループ 5 クラブ 会長・幹事会 （2 月 17 日） 

 

当クラブホストで実施されました。 

＊＊＊  Intercity Ｍeeting （2／14） 平田ＲＣ 編  ＊＊＊ 

  

  

  

  

 


