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■■■ 例会プログラム■■■   

例会日 卓話者 演題 

1月26日 会 員   園 山  繁 会員スピーチ 

2月 2日 
AAＯ 島根の地酒をにぎわす会 

代表 三 谷 尊 文  様 
ふるさとの酒文化を愛し、発展

させるために僕たちにできること

2月 9日 
フリーアナウンサー・きき酒師 

石 原 美 和  様 
私の酒楽探訪 

■■■ 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 30 7(4) 90.91%     88.24  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

田中浩／園／石原輝（石原恵／山根／牧野／田中久） 

■■■ 来訪者 ■■■    

 岩成（大社） 

■■■ メークアップ ■■■   

 1/20 杉原・田中浩・桐原・園・河原（出雲南） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（ 2 月 9日）  田中浩史／小村益造／大島 治 

（ 2月 16日）  槇野良文／大島卓爾／大谷 孝 

2/16(木) ・ 2/23(木) の例会は料亭ほり江で行います 

■■■ 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  2/3(休)  松江南  

火 出雲     松江しんじ湖  1/31 

水 大社   松江  2/1 

木  松江東   

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

「蚕の繭について」 

蚕が繭を作り、繭から生糸や真綿糸を作り上げ、織り上げて染をしきもの

や帯になって私達の手元に届きます。 

目に見える工程もありますが、目に見えない工程もあります。 

今日は「縁の下の力持ち」ともいえる、純国産絹の蚕の事を紹介したいと

思います。 

蚕には品種がある事を皆様方ご存知でしょうか。 

山梨県に「農業生物資源研究所北杜地区」という所にある、蚕種の保存研

究施設です。ここでは、江戸末期に日本で飼われた蚕の品種をはじめ、主

として明治から昭和にかけて育成された蚕の在来品種、突然異変種など含

むおよそ500種を遺伝資源として保存しています。 

今、日本での蚕の生産高は群馬県安中市だそうです。 

最盛期の昭和46年には、生繭１０００ｔを生産する程大規模でしたが、

社会情勢の変化で現在は１２万～１３万Kg程度となりました。 

しかし、群馬県が日本一の養蚕県である事には変わりなく「日本の絹の里」

と呼ばれています。 

 

■■■ 幹事報告■■■  

１． 出雲南ＲＣ創立４０周年記念式典出欠表を回覧 

ご希望の方、ご記入下さい 

  期  日    3月11日（日）  

  会  場    出雲ロイヤルホテル 

  スケジュール  受 付  12：30～ 

式 典  13：00～14：00 

講 演  14：00～15：15 

      講師 大阪大学教授 湯浅邦弘 様 

祝賀会  16：00～18：00 

     登録料    10，000円 

 

大島治会員さんお孫さん誕生お祝い 

 

■■■ スマイル ■■■  

高砂 （岩成様ようこそ！ 来月は平田で会長幹事会を開催します

ので出席お願いします。） 

恒松 （岩成様ようこそいらっしゃいました。） 

釜屋 （園山会員様本日も熱いスピーチよろしくお願い致します。） 

大谷 （園山さん卓話を楽しみにしています。岩成健治さんお久しぶり

です。ようこそおいで下さいました。） 

飯塚大 （昨年暮、るんびにぃ苑に対し、歳末たすけ合いの温かいご寄

付を頂きまことにありがとうございました。お礼がおそくなりまし

た。） 

園山 （本日はスピーチをさせていただきます。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

会員スピーチ 園山 繁会員 

県政に関しての園山さんとしての思いをお話していただきました。 

1950年と2010年の国勢調査人口の県別上位、下位の表を参考に特に、

島根 ‘1950 下位8位 91万人→ ’2010 下位2位 71万 

鳥取 ‘1950 下位1位 60万人→ ’2010下位2位 58万  

人口推移比較から農林水産業に関係する政策を時代の流れに対応して

行ってきたのかが重要なポイントであると話していらっしゃいました。 

政策を行っただけ鳥取は人口減人数が少ないが島根は時代の流れの責

任にしたところもあり、人口減が進んでいる。 

また、これからの島根

の政策として自然とと

もに歩めるエネルギー

対策（バイオマスなど）

であり、同時にそれが

森林保全など景観保

全に繋がり、観光地と

しての効果にも繋がる

という話、結婚対策な

どの話も年代別性別

の未婚者のデータをもとにお話いただきました。 

  


