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■■■ 例会プログラム■■■   

例会日 卓話者 演題 

5月24日 会員  原 泰久 新入会員スピーチ 

5月31日 
島根県商工労働部雇用政策課 
産業人財育成コーディネーター 
矢 野 俊 人  様 

農業ビジネスの可能性 

６月 ７日 
ＪＴ松江営業所 
所長 神尾英雄 様 ＪＴのたばこ事業について 

■■■ 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

36 28 8(3) 84.85%    87.88  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

園山／來間／河原／大島卓／石原（山根／牧野／杉原邦） 

■■■ 来訪者 ■■■     
那須ガバナー補佐・永島グループ幹事（出雲） 

■■■ メークアップ ■■■   5/22 飯塚大(松江しんじ湖) 
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（ 6 月  7 日）  桐原善行／園   裕／園山 繁 

（ 6 月 14日）  釜屋治男／杉原邦彦／杉原朋之 

■■■ 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   松江南  

火 出雲     松江しんじ湖6/19 6/26(休)

水 大社   6/6  6/20  6/27(休)   松江  6/20  6/27(休) 

木  松江東  6/21 6/28(休) 

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

５月１９日、全日本ＲＣ親睦合唱祭が東京世田谷ＲＣ主催で、横浜のみなとみ

らいホールで行なわれ、応援団で参加して参りました。この横浜みなとみらいホー

ルは、正面に日本一のパイプオルガンがあり、２５００人収容の客席がありますが、

その半分の約１０００人のロータリアンとその家族の３４団体のグループが熱演され

ました。オープニングは、大会会長が主催している坂本音楽教室のチビッ子達の歌

声で幕が開きました。平田ＲＣ「アコルデソーン」は２９番目で、あの震災のありまし

た福島県の“いわき桜ＲＣ”を代表し、いわき市の女子高校生チームの合唱団が

歌ったすぐ後での出番でした。心情的に、審査委員の方、会場での皆様に与える

印象が少し不利かもしれないと密かに思っていましたが、アコルデソーンメンバー全

員が一つになり、すばらしい歌声を聞かせてもらい、他のクラブからも「ブラボー！」

との大声援をもらい、応援団としましても大変“ホッと”致しました。 

 又、懇親会では、福田会員の“どじょうすくい”踊りがオープニングを飾り、私達 平

田ＲＣメンバーも壇上に登壇し、福田会員を応援いたしました。福田会員の“どじょ

うすくい”踊りは会場の皆様の「耳・目」を一心に集め、平田ＲＣの存在を歌声に続

いて分かって頂けたと思います。この合唱祭を通じて、ロータリーの絆、ロータリーの

友情の輪、ロータリーの奉仕の精神を心の片隅に残した合唱祭ではなかったかと思

います。第４回（1998.5.25） の合唱祭は平田ＲＣ主催で行なわれました。 

■■■ 幹事報告■■■  
１． 例会変更 

   ○ 出雲中央RC  6/25(月) 19：00 ～ 家族同伴最終例会 

        ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

２． ロータリーレート変更 

６月１日より １ドル ８０円（現行８２円） 

３．小汀泰之様の入会に対し昨日まで

に意義の申し立てがございませんでした

ので入会が決定致しました。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

新入会員候補者の紹介 

   持田祐輔様 Ｓ51．4．19生  

株式会社 酒持田本店 代表取締役 

クラブ細則第 13 条第 5節により 意義のある方は本日より７日以

内に書面をもってお申し出下さい。 

■■■ スマイル ■■■  

那須Ｇ補佐・永島グループ幹事 

  （この１年間大変お世話になりました。 

ありがとうございました。） 

恒松 （那須様、永島様ようこそ 

いらっしゃいました。 

マリア様ようこそ！朝は私の医院の見学、ご苦労様でした。） 

加藤昇 （那須ガバナー補佐、永島幹事さんようこそいらっしゃいました。平田

国際交流センターでお世話しているアーサーフレンチさんのお嬢さん

を同行させていただいて・・・ 感謝。） 

飯塚大 （那須ガバナー補佐様、永島グループ幹事様ようこそいらっしゃいまし

た。アコルデソーン合唱団の皆様おめでとう＆お疲れさまでした。） 

持田 （合唱祭無事終りました。みなさんありがとうございました。 

特に飯塚会長、田中会員様お世話になりました。） 

福田 （全日本ＲＣ親睦合唱祭の懇親会に参加し、全国のロータリアンと交流する

ことが出来ました。） 

田中久 （全日本ＲＣ親睦合唱祭、平田アコルデソーン合唱メンバー、すばらしい

ハーモニーでした。又、福田会員のインターコンチネンタルホテルの懇親会

にて「どじょうすくい踊り」万雷の拍手で何よりのＰＲになりました。） 

伊藤 （先日の音楽祭に多額のご寄付をいただきありがとうございました。） 

黒田 （中座いたします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

          新入会員スピーチ    会 員  原  泰 久 

Ｓ．２９年生まれの５８才、仕事

は料理仕出しの他、飲食に関する

事はほとんど営業されているそ

うですが、年齢的にも体調の良、

不調があり、普段の体調管理に注

意をしています。と言う自己紹介

に続き、メンバーの方が昔を思い

出し、懐かしんで頂ける様一畑パ

ークの事を映像を流しながらお

話されました。５０年前の観光地

であった一畑パークの様子と現

在の宍道湖圏域、松江・中海圏域のそれぞれ特色（心の癒しの観光、目で

見て楽しむ・喜ぶ観光）ある観光地であるので発展して行ってもらいたい

という思いと 又、ブログで紹介されていた、昔ある親子が一畑パークへ

遊びに行った時の母親が息子に対する心温まるエピソードの紹介をして

いただきました。 

  


