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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

 

■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

8 月 23 日 ５RC 合同例会 18：30～ 出雲ロイヤルホテル 

9 月 2 日 
全国健康保険協会 

島根支部長 高田 鉦三 様 
協会けんぽにおける 

ジェネリック薬品 

9 月 9 日 会員 來間 久 新入会員スピーチ 

■■■ 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 

38 27 11 (4) 79.41 % ― % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

遠藤／原光／平野／石原輝／木村／園／園山 

（石原恵／山根／牧野／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

加藤(出雲)  錦織・伊藤・石橋・板倉・須山(出雲南)   

岩成(大社)  中筋(出雲中央)  秋鹿・松崎・和田(松江しんじ湖) 

藤下(松江)  的場(大田) 

■■■ メークアップ ■■■ 

8/20 大島卓・平野 (出雲南) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（9 月 2 日）  杉原朋之／大谷 孝／園 裕 

（9 月 9 日）  大島卓爾／園山 繁／杉原邦彦 

■■■ 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 8/23 松江南 8/23 

火 出雲 8/24 松江しんじ湖  

水 大社 8/25 松江  

木  松江東  

金 出雲南 8/20 8/27  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

出雲中央ロータリークラブ  高橋 章 会長 

 

今夜は、５クラブ合同例会を開催しましたところ、沢山の会員の皆様に

お集まり頂きまして、ありがとうございます。中央ロータリークラブがホストク

ラブとして本日お世話をさせて頂きます。本年度は、森山勝ガバナー補佐

を当クラブから輩出し、他クラブの皆様には、大変お世話になっております。

2690 地区第４グループ発展の為に、森山ガバナー補佐をはじめ、当クラ

ブは全面的にバックアップし、今年度頑張っていく所存ですので、皆様のご

支援ご協力をよろしくお願い致します。 

今日は５クラブの会員の皆様がお集まりいただいておりますので、各クラブ

の今年度の会長方針を簡単に説明したいと思います。 

まず、出雲ロータリークラブ、渡部孝会長の方針は、１．会員の親睦－

明るく楽しい例会、委員会 ２．会員増強、維持 ３．地区目標の取り組

みを掲げています。 

大社ロータリークラブ、金山治正会長は、１．創立 50 周年記念事業の

成功に向けた取り組み ２．待ち遠しい例会の開催－参加して楽しい事

業となる例会を検討 ３．会員増強 ４．温暖化、環境問題への取り組

み ５．地区目標への取り組み  

 続いて、出雲南ロータリークラブ、澄川達夫会長は、ロータリーは、「地

域とともに」というテーマのもと、40 年の締めと次なる節目に向けて親睦と

結束に的を絞り、活発な活動を展開する。重点方針として、１．出席率

の向上 ２．ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付 ３．会員増強 

４．クラブサロンの継続 ５．交換学生の支援 

平田ロータリークラブ、加藤昇会長は、方針として、１．健康でクラブ活

動に進んで参加しよう ２．会員の維持 ３．委員会活動を魅力あるもの

に ４．会員の卓話を通して楽しい例会を、という各目標を掲げておいで

になります。 

さて、当クラブは今年度、20 周年を迎えます。出雲ロータリークラブ、出

雲南ロータリークラブのスポンサーのもと、20 年前に設立し、おかげさまで

今年20周年を迎えます。私もチャーターメンバーとして、今まで活動してき

ましたが、今日、社会情勢が激変しています。入会当時は、まだ今とは違

って、皆余裕があった時代でしたが、今日非常に厳しい情勢の中、同じよ

うに活動を行うのは、大変な状況です。先ほどの各クラブの会長方針にも

共通していました、会員の維持、会員の増強と、非常に困難な状態にど

のクラブもおかれていると思います。今こそ、５クラブが連携し、ロータリーの

活性化に真剣に対処しなくてはいけない時期にあると思います。一番若

いクラブですが、先輩クラブの歴史、重みを大事にしつつ、未来に向かって

飛躍できるように一緒に検討していきたいと思っています。皆様のご協力

の程、よろしくお願いしたいと思います。 

 



森山 勝 ガバナー補佐 ご挨拶 

 先ずもちまして 6～7 月に掛けて、池淵幹事と共に 5 クラブを公式訪問

致しました折には、色々とご配慮をいただき誠に感謝申し上げます。 

 本日 開催の「出雲５RC 合同例会」は、それぞれのクラブの会長・幹事

会によって主催されるものであります。 

 これは「I．M」が第 4 グループ以外の所で催される年に行なわれています。

因みに、本年度の「I．M」はご案内のように、来年 2 月 松江に於いて島

根の 3 人のガバナー補佐主催で開催しますので「進んで参加」をお願い

致します。 

 ここで小林ガバナーより夜間例会に寄せてメッセージを預かっていますの

で披露致します。 

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

ガバナーメッセージ 

第 4 グループ 5 クラブ合同夜間例会によせて 

国際ロータリー第 2690 地区 第 4 グループの皆様こんばんは。 

私は、公式訪問中のため残念ながら欠席させていただきますが、

一言ご挨拶を申し上げます。 

当グループの5クラブの皆様には、7月と先週の平田・大社両クラブ

合同の公式訪問の際はいろいろお気遣いいただきありがとうございま

した。 

5クラブの合同例会は、各クラブの特長を活かしながら協力しあって、

まさに「地域を育んで」いただけるものと期待しています。本年度スタ

ートして２ｹ月になりますが、各行事に「進んで参加」して、ロータリー

を Enjoy して下さい。今宴は森山勝ガバナー補佐のリーダーシップの

もと 5 クラブの親睦と友情をさらに深められ有意義な合同例会となり

ますことを願いつつ、ご挨拶とさせていただきます。 

最後に残暑厳しい折柄、皆様方のご健康をお祈り申し上げます。 

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

どうぞ、年に一度の合同例会です。5 クラブの更なる友好と親睦を図り今

宴はどうぞごゆっくりご歓談頂きますことを念願いたし、ご挨拶と致します。 

■■■ スマイル ■■■ 

加藤昇・持田 （5 クラブ合同例会が盛大にひらかれ、中央クラブの皆

さんに感謝を致します。） 

 

懇 親 会 

 

 

 

 

 

 

 


