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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 

10 月 7 日 山岡 喜美子 様 
ごえんなり！  

モンゴル留学生ゾラと 

10 月 14 日 クイーンズマリー(玉湯町) 職場訪問例会 

10 月 21 日 
財団委員長 恒松克己 

増強副委員長 清原正幸 
地区セミナー報告 

■■■ 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 26 12 (4) 76.47 % ― % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

黒田／河原／木村／園山／田中浩／來間／原光／清原 

（石原恵／山根／牧野／杉原邦） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

10/2 加藤昇・持田 (地区大会 岡山)  

10/3 加藤昇・持田・大島卓・堀江・飯塚詔・清原・釜屋・黒田・槇野・

小村・大谷・高砂・常松・内田 (地区大会 岡山)  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（10 月 14 日）  黒田昌弘／遠藤 栄／河原治子 

（10 月 21 日）  木村文彦／原 光栄／原 孝士 

■■■ 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   松江南  

火 出雲 10/19 松江しんじ湖  

水 大社 10/20 松江   

木  松江東 10/21 

金 出雲南 10/15 10/29 (休)  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

 2・3 日岡山にて地区大会が開催され、14 人の皆さんに登録を頂き、出

かけてまいりました。 
 2 日はセミナーがあり、延原パストガバナーの基調講演「奉仕の心」、記

念講演はＲＩ委員の廣畑氏の「ロータリーの心と原点」でした。 
 ガバナー補佐・会長・幹事会では大会決議案等の採択があり、夜には

小沢一彦ＲＩ会長代理歓迎晩餐会が催されました。 
 3 日は本会議の後、ジャーナリストの桜井よしこ氏が「日本人のわすれも

の」の演題で・・・戦後 60 数年で得たものは多くあると同時に多数の物を

失ったのでは！？・・・で講演が始まりました。 
 いずれ報告書が発刊されますので、皆さんには是非一読をお願いしま

す。 
 堀江副幹事、大島親睦副委員長さんには大変お世話になり、帰りの

長い車中を有意義にかつ楽しい時間にしていただいた事、感謝を申し上

げます。 
 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１．例会変更 

  〇出雲南 RC   10/15(金)  職場訪問例会 

     ビジター受付 11：30 ～ 12：30  事務局  

  〇出雲 RC     10/19(火)  職場訪問例会 於) 観音寺 観翠庵 

     ビジター受付 11：30 ～ 12：30  ホテル武志山荘 

  〇松江東 RC   10/21(木)  職場訪問例会         

     ビジター受付 12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

２．るんびにぃ苑より「るんびにぃ」新聞第６７号を頂きました。 

３．ガバナー月信訂正について(ガバナー事務所より) 

  ８頁の記事中 『Make-up後 出席率(％)』と『ホームクラブ出席(％) 』

とが入れ替わっていますので訂正をお願い致します。 

■■■ 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 

 

職業奉仕委員会 （内田委員長） ：  

  職業奉仕賞候補者推薦のお願い 

  ロータリーの友 10 月号の紹介 （職業奉仕月間） 

  職場宣言 

■■■ スマイル ■■■ 

加藤昇 （若い頃から山岡先生には大変お世話になり、その後も色々

ありがとうございます。今日は又ロータリーの卓話でお世話になり

ます。感謝！感謝！） 

恒松 （山岡先生ようこそいらっしゃいました。 地区大会で昨年度の

ガバナー補佐感謝の盾を頂きました。 地区大会帰りのバスの中

何年振りかで大笑いしました。大島先生のお蔭です。ありがとうご

ざいました。） 

原孝 （山岡先生、度々すみません。名前だけの島根県モンゴル協会

会長より） 

遠藤 （山岡先生、久しく失礼しています。スピーチを楽しみに!!） 

大島治 （山岡先生、今日はありがとうございます。） 

飯塚大 （山岡様、ようこそいらっしゃいました。お話楽しみにしておりま

す。） 

田中久 （年令をかえりみず、今日、平田小学校で平田一式飾りの

歴史と由来の講演をしました。これで４回目になりました。 早退

致します。） 

福田 （１０月３日 ７人目の孫が１才になり、我が家で１升の餅をつき

祝いました。１升は背負いませんでした。） 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「ごえんなり！モンゴル留学生ゾラと」 

 

山岡 喜美子 様  

 

 

 

 

 

 

＊１９９６（Ｈ８）８．２２～８．２９ 

出雲空港チャーター便で大草原の国モンゴルへ （１） 

・日本人墓地観光。マイクロバスガソリン欠。大島治氏が２３番学校

の日本語教師小路氏に出会う。 

・２３番学校訪問、日本語を学ぶ子どもたちに会う。 

・１１月、エンフバト、ソドチメグを平田小学校に迎える。 

＊１９９７（Ｈ９）９月～１１月 

エンフゾルとバトザヤーが平田小学校に短期留学。 

＊２００１（Ｈ１３）７．２７～８．１ 

関空からモンゴルフブスグル湖へ （２） 

・高校生になった二人がウランバートル空港に出迎え。 

・１０月、ゾラ、高知の高校に短期留学。この時からメール交換。 

・２００２．９月、ザヤーも新潟の高校に短期留学。 

＊２００３（Ｈ１５）８月 

モンゴル医科大学受験勉強中、家族３人と親族５人が交通事故を起こ

す。 

＊２００５（Ｈ１７）１０．１５～１０．１９ 

成田から環境交流団としてモンゴルへ （３） 

・ピシュレットホテルでゾラの両親に会う。日本の大學へ留学させたい

気持ち強くあり。 

・ゾラは中国に語学留学中。 

＊２００６（Ｈ１８）９月 

ゾラ、北京科技大學に入学。 

＊２００８（Ｈ２０）８．１８～８．２８ 

北京オリンピックとモンゴルの旅 （４） 

・陸上競技とバレーボールを観戦。ゾラの大學で柔道の競技。 

・テムジンの友塾で春日行雄氏に会う。 

＊２００９（Ｈ２１）１．２１～１．３１ 

ゾラ、北京～福岡～平田へ 

・ロータリーの例会に参加。 

・島根大学医学部、総合理工学部を見学。 

＊２０１０（Ｈ２２）７．２９～８．３ 

広島空港チャーター便でモンゴルへ （５） 

・カラコルムのエルニデゾー寺院観光。ホジュルトの温泉、保養地見学。

遊牧民ゲル訪問。 

・テレルジの大農場、農家訪問。 

■■■ 国際ロータリー 第 2690 地区 地区大会 ■■■ 

【記念講演】 ： 「日本人のわすれもの」    桜井 よしこ 氏 

 

 

【受賞】 

  

ロータリー財団 地区奉仕賞        地区目標達成賞 

「会員純増1名以上を達成したクラブ」 


