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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 

3 月 10 日 会員 釜屋 治男 「次の一手」 

3 月 17 日 出雲市 古川 満江 様 笑いヨガ 

3 月 24 日 
出雲市立総合医療センター 

院長  雫  稔弘 様 
 

■■■ 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 

37 27 10 (5) 84.38 % 93.75 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

黒田／園／園山／木村／來間 

 （石原恵／山根／牧野／小村／原光） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

高橋章・宮本亨 （出雲中央）  

■■■ メークアップ ■■■ 

3/4・5 飯塚詔 （倉吉 ＰＥＴＳ）  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（3 月 17 日）  大島卓爾／大島 治／大谷 孝 

（3 月 24 日）  石原輝男／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  4/11  松江南  3/14  

火 出雲  松江しんじ湖  

水 大社  4/6  4/13  松江  3/30  

木  松江東  

金 出雲南   

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

 2 週間前に２６９０地区で取組んでいるＣＫＤのお話を致しましたが、今

度の 13 日日曜日、「世界腎臓デー・イベント in 出雲」がいよいよ you me

タウンで行われます。多数お出掛けいただきたいとおもいます。 
 皆さんの中にも多数の方がご存知かもしれませんが、元会員の松浦氏

が「平田愛宕山公園を美しくする会」を設立され、先日私も竹の伐採と除

去作業に出かけました。 
 １０年計画で、伐採後桜・つつじの植樹、大きくなるまでお世話をする計

画です。 
 商工会議所、会議所婦人部、企業、自治協会、町内会、等多数の方

の協賛を得て会が発足しております。 
 広く市民の方に呼びかけ、正会員、賛助会員を募っておられます。 
 今年度のＩＭのテーマでありました、「すすんで参加しよう 森と水に新し

い息吹を」に通ずるものでもあると思います。 
 長くロータリーの会員として活躍をされ、「奉仕活動の総仕上げ」をと熱く

語られる氏の思い、ロータリーで培ってこられた松浦氏の思いに私自身も

共鳴するものがあり、お手伝いをしておりますが、会員の皆さんにも汲んで

頂きたいと思います。 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

〇 大社ＲＣ  4/6(水) を 4/3(日) 創立 50 周年記念式典に。 

4/13(水) 18：30～ 花見例会 

  ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

〇 出雲中央ＲＣ  4/11(月) 花見例会 於）ホテルリッチガーデン 

  ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

２． 3/13（日） 午後 2 時より、松江南ＲＣ創立 50 周年記念式典 

    会長・幹事出席致します。 

３． 森山Ｇ補佐より「世界腎臓デー・イベントｉｎ出雲」のご案内とお願い 

日 時  3/13(日) 午前 11 時 ～ 午後 2 時 

場 所  ゆめタウン出雲 

内 容  腎臓病啓発キャンペーン（啓発チラシ配布、検尿試験紙

配布 等） 各クラブより 1 名出向 

     当クラブより、佐々木哲也会員出席致します 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

社会奉仕委員会 （田中浩委員長） ： 捕植作業（創立 35 周年記念

事業 北浜地区風力発電施設周辺の植樹地） 参加のお願い 

日  時  3/12(土) 10：30 作業開始 

集  合  10：00 平田商工会議所 

クラブ広報委員会 ： ロータリーの友 

3 月号の紹介者 ： 高砂 国際奉仕委員長 

会員増強会員維持委員会 （清原副委員長） ： 会員増強について 

■■■ スマイル ■■■ 

高橋章・宮本亨 （出雲中央） （創立 20 周年記念式典への出席を宜

しくお願い致します。） 

 

加藤昇 （出雲中央ＲＣ会長 高橋さん、20 周年実行委員長 宮本

さん、ようこそいらっしゃいました。この度 20 周年を迎えられ大

変おめでとうございます。当日お伺いをし、祝意を表したいと思

います） 

持田 （出雲中央ＲＣ高橋会長様、宮本享様ようこそ。21 日の 20 周

年おめでとうございます） 

恒松・内田 （宮本様、高橋様ようこそいらっしゃいました。） 



高砂 （宮本様ようこそ。出雲中央ＲＣ20 周年おめでとうございます。） 

田中浩 （3/12（土） 風力発電所の捕植作業、ご参加よろしくお願い

します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「次の一手」 

    釜屋 治男 会員  

 
 


