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■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

11 月 18 日 R 財団委員長 恒松克己 R 財団月間に因んで 

11 月 25 日 
鰐淵コミュニティーセンター 

センター長 高橋一夫 様 
韓竃(からかま)神社の話 

12 月 2 日 ホテルほり江 １８：３０～ 忘年例会 

■■■ 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 28 10 (3) 80.00 % 87.88 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

木村／園山／來間／桐原／園／原光／黒田 

 （石原恵／山根／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し  

■■■ メークアップ ■■■ 

な し  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（11 月 25 日）  槇野良文／牧野昭雄／ 

（12 月 2 日）  清原正幸／小村益造／大島 治 

■■■ 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 12/20 
松江南 11/22 12/20 

12/27 1/3 1/10(休) 1/24 

火 出雲 12/14 12/28(休) 1/4(休) 松江しんじ湖 12/21 

水 大社 12/8 12/29(休) 松江 12/15 12/29 

木  
松江東 12/16 12/23(休) 

12/30(休) 

金 出雲南   

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

 冒頭、斐川町臨時議会にて「出雲市との合併関連議案」が先程可決

されました。このニュースを皆さんにお届けします。 

 昭和14年に大相撲で達成されました双葉山関の69連勝が塗り替えら

れる快挙を、白鵬関が更新するのではと期待していましたが、残念ながら

大相撲史に残る大記録を見る事は叶いませんでした。 
 今日は、ボージョレ・ヌーボーの解禁日ですが、ボージョレはフランスのブ

ルゴーニュ地方で、ガメ種の葡萄で作られた赤ワインで、ヌーボーは新しい

と言う意味です。 
 今日では 11 月の第３木曜日が発売日と言う事に決まっています。日本

では平成 16 年に１０４万ケースが売り出され、過去最高との事です。 

平成 21 年は５０万ケース程になっています。 
 円高で前年より１００～２００円安くなっていますので、今年は皆さんにと

ってお買い求めやすくなっています。 
 私も先の日曜日、妻に誘われ島根ワイナリーに出かけてまいり、何本か

のワインを買ってもらいました。 
 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

    松江東 RC  12/16(木) 忘年家族会(夜間)  

ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

    松江南 RC  12/20(月) 夜間例会 

H23 1/24(月) → 1/26(水) 松江４RC 合同例会 

ビジター受付 12：00～12：30 松江東急イン １F ロビー 

２． 休  会 

  松江東 RC  12/23(木) 祝日、 12/30(木) 定款第６条により 

ビジター受付 な し 

  松江南 RC  12/27(月)、 H23 1/3(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 １F ロビー 

           1/10(月) 祝日 定款第６条により 

ビジター受付 な し 

３． ガバナー月信（今年度より印刷 8 ページ限定）掲載以外の記事内容

につきましては地区ホームページ内のガバナー月信コーナーからダウン

ロードしてご覧下さい 

４． IM のご案内 

日 時  平成 23 年 2 月 27 日 13：00～17：45 

会 場  ホテル一畑 

後日出欠表をお回ししますのでよろしくお願い致します 

クラブ細則第 5 条第 1 節により12/16（木）年次総会を開催致します。 

よって第 3 条第 1 節により次年度役員、副会長（次々年度会長）、直前

会長を含む 7 名の理事の立候補ないし推薦のある方は本日より 7 日間

文書でもって受付いたします。  

■■■ 委員会報告 ■■■ 

クラブ広報委員会 ： ロータリーの友 

11 月号の紹介者 ： 恒松 ロータリー財団委員長 

（スピーチにあわせて紹介）     

■■■ スマイル ■■■ 

平野 （よいことがありました。） 

清原 （すみません、早退致します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「ロータリー財団月間に因んで」 

恒松 克己 

ロータリー財団委員長 


