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■■■ 例会プログラム■■■   

例会日 卓話者 演題 

8 月 30 日 5RC 合同例会 18：30～ ラピタ３F ウェディングパレス 

9 月  8 日 
会員増強・Ｒ財団委員長 

 

地区 会員増強・Ｒ財団 

合同セミナー報告 

9 月 15 日 
ＪＡいずも 

常務理事  岡田達文 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 

38 25 13(6) 78.13% 88.24% 

■■■ 欠席者 ■■■  

原泰／木村／園山／來間／高砂／石原輝／恒松 

（石原恵／山根／牧野／杉原邦／原光／田中久） 

■■■ 来訪者 ■■■  な し 

■■■ メークアップ■■■   

 8/24 恒松・高砂（東京） 8/26 大谷・大島卓（出雲南） 

 8/29 大島卓・遠藤・原泰・内田・田中浩（出雲中央） 

 8/30 加藤喜・大島卓（出雲） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（8 月 30 日）  釜屋治男／石原輝男／石原恵行 

（9 月 8 日）  槇野良文／伊藤義徳／加藤 昇 

■■■ 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 9/26 10/17 10/24(休) 松江南  

火 出雲  8/30 松江しんじ湖  8/30 

水 大社  8/31 松江 8/31 

木  松江東 9/1 9/22(休) 10/13 

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

出雲ロータリークラブ会長  

岸  清 逸 様 

本日は第４グループ、５クラ

ブ合同例会のご案内を致し

ましたところ各クラブの皆様

には多数ご参集いただき誠

にありがとうございます。本年度は出雲ロータリークラブより那須ガバナー補

佐、長島グループ幹事を擁立させて頂いております。第４グループ内の運

営につきましては格別なご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。また山本

パストガバナーにはご臨席を頂き、花を添えて頂き深く感謝申し上げます。

今後とも、ご支援ご協力の程よろしくお願い致します。本会の準備開催に

当りましては５クラブの幹事さんをはじめ親睦委員会の皆様にお世話にな

りましたことをお礼申し上げます。さて、本年のＲＩ会長テーマに基づいて伊

藤文利ガバナーは地区スローガンを「ロータリーは人をつくる」とされ、ロゴマ

ークには（吾唯足知）を掲げられました。本年も同じ志をもって１７０名余

の会員が５つのロータリー旗と共に一堂に会しております。各ＲＣ会員相

互の親睦と奉仕と、５クラブのさらなる発展を図りながら、今宵はどうぞご

ゆっくりご歓談いただきますよう念願いたしまして挨拶とさせて頂きます。 

■■■ スマイル ■■■  

飯塚詔・堀江 （５ＲＣ合同例会を祝して。出雲クラブさんお世話にな

ります。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

 

５クラブ合同例会 

ガバナー補佐 

那須 康弘 様 

 

皆様、今晩は。

恒例の５クラブ合

同例会にこの様

に沢山の方にご

参加頂きまして

誠にありがとうご

ざいます。まず始

めに伊藤文利ガ

バナーから第４グ

ループ合同例会にメッセージが届いていますので読ませて戴きます。 

「第 4 グループ 5 クラブ合同夜間例会に寄せて、メッセージ 」RID2690 ガ

バナー伊藤文利第 4 グループの皆様、今晩は。私は公式訪問中の為残

念ながらこの会に参加できませんが、一言ご挨拶を申し上げます。この

神々の国、出雲の地において、本当に地道に、着実に地域に良い事をし

よう、世界に良い事をしようを合言葉に汗を流し、奉仕活動を継続されて

いる皆さんの実績を私は公式訪問を通して確かめる事ができました。皆さ

んのこのご努力に深く敬意を表したいと存じます。公式訪問を通して強く

感じたのはどのロータリークラブもどのロータリアンも本当に素晴らしいの一

語につきるというこです。この素晴らしい組織を、優れたロータリアンをさら

に強固にする為、皆さん、力を合わせ、輪をひろげようではありませんか。

今宵は那須康弘がバナー補佐のリーダーシップのもと、皆さんの友情と親

睦を深められ、有意義な合同例会になりますよう期待しています。終わり

になりますが、公式訪問では各クラブからお心のこもったご歓待をうけ、本

当に有難うございました、心からのお礼申し上げます。残暑厳しい折です

が、皆様のご健勝と各クラブのご発展を神仏を通してお祈り致します。」 

以上です。先程のメッセージの終わりにありました「各クラブの発展を、神

仏を通してお祈り致します」とありましたが、私はある顔が思いうかびました。

それは「三人寄れば文殊の智恵」です。三人寄れば文殊の智恵の文殊と

は、お釈迦の弟子で智恵第一人者の文殊菩薩のこと。 凡人でも３人集

って相談すれば何かよい智恵が浮かぶものだと言うことですが、本日は３

人どころか１７０人もの会員の集りです。随分な智恵が出るはずです。そ

の智恵、サンスクリット語インドの古い言葉で智恵は般若と言います。般

若心経の般若です。般若湯をごぞんじですか、智恵のわくお湯です。お酒

のことです。仏教徒はもちろんお寺様も戒律でお酒を飲むことを禁じてい

ます。不飲酒戒です。ですから、これは酒ではないぞ｀、智恵の出るお湯 

般若湯だよ！と言い訳をして飲んでいる訳ですが、最近ではあまり聞かな

くなりました。ではビールは何と言ったら良いでしょうか。私なら泡般若と言

います。今宵、般若湯、泡般若をおおいに飲みながら智恵を出し合う語ら

いの場としてほしく思います。そして明日からの各クラブ活動の糧となること

  



を願いつつ挨拶と致します。ありがとうございました。 

 
 

 

 
パーストガバナー 山本茂生氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


