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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 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 
 

3 月 31 日  休 会   

4 月 7 日 早朝例会  6：30 ～ 廻の奥の池 周辺 

■■■ 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 29 8 (5) 90.63 % 93.94 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

槇野／園山／木村 （石原恵／山根／牧野／小村／原光） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し  

■■■ メークアップ ■■■ 

3/12 加藤昇・持田・河原・原孝・加藤喜・釜屋・桐原・槇野・杉原朋 

田中久・田中浩・内田 （社会奉仕 植樹）  

3/13 佐々木 （世界腎臓デー・イベントｉｎ出雲）  

3/13 加藤昇・持田 （松江南）  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（3 月 24 日）  石原輝男／園  裕／園山 繁 

（4 月 7 日）  桐原善行／杉原邦彦／高砂明弘 

■■■ 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    

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 ■■■ 

 12日土曜日には風車の森に、社会奉仕委員会の田中委員長さんのお

取り計らいで 30 本の桜の苗木を植える事が出来大変ご苦労様でした。 
 森林保全活動に取組んでおられる山陰合同銀行から 15 名とその家族

の方にも参加戴き、会員 12 名で合計 27 名の参加をいただきました。 
 会員でもある、日本花の会平田支部の加藤さん、事務局長の荒木さ

んには苗木をはじめ、諸々のお世話になり感謝を致しております。 
 金曜日には、東北関東大震災がありましたが、お亡くなりになりました

方々にご冥福をお祈り申し上げます。 
 地震の後の津波による未曾有の災害に言葉がありませんが、第 3 派で

は福島原発の事故もあり、予断を許さない状況です。 
 クラブとして、また会員個人としてしても出来る限りの事をしてあげたいも

のです。 

（付記） 
 13日には佐々木会員に出かけてもらいましたが、世界腎臓デーにあたり

2690 地区第 4 グループ合同で you me タウンでＣＫＤの啓発活動に参加

致しました。 

■■■ クラブ協議会 ■■■ 

議長 ： 加藤 昇  

東日本大震災被災地区対する義援金（小林完治ガバナーよりご依

頼）について 

  1 人 10,000 円   3,000 円 4 月諸経費として引き落し 

７,000 円 別途積み立て金より取りくずし 

       37 名×10,000 円を送金 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 出雲中央ＲＣ創立 20 周年記念式典（3/21）出席の皆様 

        集合出発  午後 2 時 45 分 商工会議所 

              （出雲ロイヤルホテル 送迎バス） 

２． るんびにぃ苑より「るんびにぃ」新聞 68 号を頂きました 

３． 地区雑誌・広報委員長会開催 

3/19(土) 13 時 ～ 15 時 30 分 於） アークホテル岡山 

   当クラブより田中久雄委員長出席致します 

■■■ スマイル ■■■ 

高砂 （スピーカーに古川様を迎えて。） 

釜屋 （古川様本日はようこそ、スピーチよろしくお願い致します。） 

杉原邦 （大島治会員様、子は親の背中をみて育つと申しますが、親

は阪神、子は今回の東北の大地震に遭遇され、親子とも無

事ご帰還おめでとうございます。） 

大島治 （お蔭様で息子は無事に帰りました。） 

田中浩 （3 月 12 日の風力発電所の補植作業にご参加、ご協力あり

がとうございました。 申し訳ありませんが早退します。） 

佐々木 （世界腎臓デー・イベントｉｎ出雲の際、急遽、東北関東大震災

に対する義援金を募ることになり、3 時間で 10 万円を超える金額

が集まりました。大勢の市民の善意に感謝いたします。） 

持田 （所用により早退します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「笑いヨガ」 

   出雲市  古川 満江 様 

 

 

 



 

■■■ 社会奉仕 補植作業 （３／１２） ■■■ 

於） 北浜地区風力発電施設 周辺 

 

 

 

■■■ 世界腎臓デー・イベント in 出雲 （３／１３） ■■■ 

於） ゆめタウン出雲 南通路 

 

 

■■■ 松江南 RC 創立 50 周年記念式典 （３／１３） ■■■ 

於） 松江東急イン 

 

 


