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第 2690 地区ガバナー 葛尾 信弘
「ロータリーは地域と共に」

■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓話者
5 月 6 日 杉原 朋之 会員
5 月 13 日
休 会
5 月 20 日 持田 稔樹 会員
5 月 27 日 ゴビウス 寺岡誠二様
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数
欠席者数
36
31
5 (4)

演題
新入会員スピーチ
会員スピーチ
島根県の両生は虫類

出席率
96.88 %

会長／ 高砂 明弘

副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造

会計／ 伊藤 義徳

質の問題とかで少し飲む気はせず、顔や手を洗うだけにした。
頂上には広場があり、峰火台と呼ばれて、近年は前の立木も伐
採され展望広場として最高のながめである。
戦後間もない頃までは、峰火台に高さ３メートル余の日露戦争の
戦捷記念碑が建立されていたが、今はその台石が残っているだけで
ある。
ぜひみなさんも、気軽に久々に登ってみられてはいかがでしょうか。

前回補正出席率
90.91 %

■■■ 欠席者 ■■■
園山 （石原恵／山根／牧野／杉原邦）
■■■ 来訪者 ■■■
槇野、湯浅 （出雲南）
■■■ メークアップ ■■■
5/6 大島卓 （松江東）
***************************************************
■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（5 月 20 日） 平野順一／大谷 孝／佐々木哲也
（5 月 27 日）

持田稔樹／園

裕／園山 繁

■■■ 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 5/12
水 松江ＲＣ
木 松江東ＲＣ 5/20 6/24
金 出雲南ＲＣ 5/7
■■■ 会長挨拶 ■■■

みなさん連休はいかがお過ごしでしたか？私は２９日昭和の日に
旅伏山に登って来ました。その日は旅伏山にある都武自神社の春
季例大祭で、お参りに行きました。
今日は旅伏山について少し紹介します。松江市の宍道湖大橋か
ら眺める夕日の美しさは日本有数の眺望と言われている。標高は４
５６メートル、旧平田市内では一番標高の高い山です。通称「たぶっ
さん」と呼ばれ、市の象徴的存在として親しまれている。
昔、国引きの八束水臣津野命が韓国から旅をして来られ、この山
で休息されたという伝説。山頂からの眺めは、西は大社湾、北は日
本海十六島湾、そして日本最大の風力発電、南は悠久の流れを
今に伝える斐伊川、雄大な田園が広がる簸川平野など四季折々
の風情の中に、古代の歴史の流れが満喫できる行楽地です。
山頂には出雲風土記にも登場する都武自神社が祀られてある。
都武自神社は「はやつむじわけのみこと」ほか八柱で、主神は、くに
びきの神様が海を渡ってくるとき、強風から守ったとされている風の神
や、五風十雨をもたらす農業の神、武運長久の武勇の神が祀られ
ており、戦中は出征したわが子や、夫の無事を祈る家族の参拝が絶
えなかった。また神社の境内には千年も水が涸れないという井戸が
あります。どんな干ばつの年でもこんこんと湧き水が絶えず、お参りす
る人や登山を楽しむ人ののどを潤してくれています。しかし近年は水

■■■ 幹事報告 ■■■
１． 例会変更
大社ＲＣ 5/12(水) 6：30〜 早朝例会 （出雲大社清掃奉仕）
ビジター受付 11：30〜12：30 事務局
２． ロータリー青少年指導者育成プログラム（ＲＹＬＡ）のご案内
日

時

6/6(日) 10：00 受付

場

所

サンレイク

参加対象者

10：30 〜 16：30

各クラブ推薦の 14 才〜30 才未満の青少年

会員事業所等でご希望の方は事務局 まで
３． 米山記念奨学会へ寄付

恒松克己会員 （米山功労者 4 回）

次期幹事より
本日（5/6） 18：30 から 次年度理事・役員会をおこないます。

米山功労者表彰 ： 恒松 克己 会員

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

新入会員スピーチ

■■■ 委員会報告 ■■■
出席親睦委員会 ： 5 月の会員誕生・夫人誕生・結婚記念のお祝い

クラブ広報委員会 （佐々木委員長） ： ロータリーの友 5 月号の紹介
■■■ スマイル ■■■
槇野 （出雲南） （本日はお世話になります。）
湯浅 （出雲南） （初めてお邪魔します。宜しくお願い致します。）
高砂・恒松 （槇野社長、湯浅様ようこそいらっしゃいました。）
佐々木 （槇野安浩様、ようこそ平田へ。）
飯塚大 （出雲南クラブ槇野様、湯浅様 ようこそいらっしゃいました。
ＧＷ期間中は、二才児まつり四才児お礼まいりで沢山のお参り頂
きました。ポスターを貼っていただき誠に有り難うございました）
田中浩 （今月 23 日（日）木綿街道のイベントが開催されます。22 日
（土）に前夜祭をして、酒持田本店にて、日本酒とラルカンシェルの
フランス料理のコラボレーションをします。是非お出かけ下さい。）
福田 （5 月 8 日で、会員の皆様及び多くの方々に支えられて開業 3 周
年を迎えることが出来ました。今後ともご支援、ご指導の程宜しくお
願い致します。）
堀江 （クリーンズマリーのパンフレットをお配りしました。宜しくお願い致し
ます。）
黒田 （申し訳ございません。中途退席させていただきます。）

杉原 朋之 会員

