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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 24 日 
出雲市立総合医療センター 

院長  雫  稔弘 様 

出雲市立総合医療センター

の現状 

3 月 31 日  休 会   

4 月 7 日 早朝例会  6：30 ～ 廻の奥の池 周辺 

4 月 14 日 会員 内田節夫 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 

37 24 13 (7) 80.00 % 93.75 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

黒田／原孝／大谷／河原／木村／杉原朋  

（石原恵／山根／牧野／小村／伊藤／杉原邦／原光） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

金山・手銭 （大社）  

■■■ メークアップ ■■■ 

3/21 加藤昇・持田・飯塚大・飯塚詔・釜屋・清原・黒田・園・田中久 

恒松 （出雲中央ＲＣ）  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（4 月 7 日）  桐原善行／杉原邦彦／高砂明弘 

（4 月 14 日）  清原正幸／田中久雄／田中浩史 

■■■ 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 ■■■ 

 先々週、「ひらた愛宕山を美しくする会」のお話を致しましたが、早速会

員で賛助会員になって頂いた方がおられます。 
元会員の松浦氏が伺われまして、お礼を申されました。私からもお礼を申

し上げます。 
東北・関東地区の大震災以来、自律神経が侵されたのか、ＴＶのニュー

スを見ることも、新聞を読む事も出来なくなってしまいました。会長挨拶も

充分に考える事も出来なく、スピーチをします事皆さん方にお詫びします。

震災に遭われた方々を思いますと、今の自分が恥ずかしい限りです。 
ただ、先週のスピーチを頂いた「笑いヨガ」は、大変良いひと時でした。 
「クマヒラ」から戴きました、「抜粋のつづり」その七十にも書かれていました

が、笑いの存在がその周囲の人達の幸せを演出していて、笑いのキャッチ

ボールをしましょうと記されていました。 
 プログラム委員会の皆さんありがとうございます。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． ロータリーレートの変更 4/1 より 1 ドル 80 円(現行 84 円) 

２． 松江南 RC 会長 藤原秀博様、創立 50 周年実行委員長 福島邦

光様より会長・幹事 50 周年記念祝典出席のお礼状を頂きました。 

３． 3/27(日) 益田 RC創立50周年記念式典に会長・幹事出席致しま   

す。 

４． 大社 RC 創立 50 周年記念式典(4/3)出席の皆様 

   集合出発  12 時 15 分 平田商工会議所 

            (バス送迎 ホテルほり江さん)  

■■■ 次年度幹事報告 ■■■ 

○ 次年度委員長の発表 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

プログラム委員会 （釜屋委員長） ： 4 月の例会予定の紹介 

会員増強会員維持委員会 （園委員長） ： 会員増強の現状報告 

■■■ スマイル ■■■ 

金山(大社) （創立 50 周年記念式典への出席を宜しくお願い致しま

す。） 

 

加藤昇 （大社 RC 金山会長、手銭幹事さん 50 周年おめでとうござ

います。4 月 3 日には改めて祝意を表します。 

    雫先生 昨年は病気を治して下さりありがとうございます。   

今日はスピーチを楽しみにしています。） 

槇野 （大社 RC 金山会長、手銭幹事様のご来訪を歓迎して。     

50 周年おめでとうございます。） 

飯塚大 （大社 RC 金山会長、手銭幹事様ようこそいらっしゃいまし

た。） 

持田 （大社 RC 50 周年おめでとうございます。） 

黒田 （スピーカーに雫先生をお迎えして。） 

佐々木 （雫先生 本日のスピーチ楽しみにしています。） 

釜屋 （雫院長様 ようこそ。本日のスピーチよろしくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「出雲市立総合医療センターの現状」 

 

出雲市立総合医療センター 

  院長  雫 稔弘 様  



 

 

 

 

■■■ 出雲中央 RC 創立 20 周年記念式典 （３／２１） ■■■ 

於） 出雲ロイヤルホテル 

 

 

 

 


