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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

7月26日 
前年度会計 槇野 良文 

今年度会計 河原 治子 
クラブ協議会  決算・予算 

8月 2日 
第4グループ ガバナー補佐 

  西 尾   崇  様 ガバナー補佐就任にあたって 

8月 9日 
NHKアナウンサー 

  堀 江 清 市   様 
放送の陰にドラマあり 

■■■ 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 26 12 (2) 72.22 % 91.67 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚大／槇野／加藤昇／持田／河原／小汀／石原輝／來間 

遠藤／園山 （山根／牧野）  

■■■ 来訪者 ■■■  
な し  

■■■ メークアップ ■■■  
な し  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（8月  9 日） 桐原善行／飯塚詔夫／石原輝男  

（8月 22日） 持田祐輔／清原正幸／來間 久  

■■■ 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 8/13(休) 8/27 10/29(休) 松江南  

火 出雲  8/14(休)  9/18(休)  松江しんじ湖  

水 大社  8/8  8/15(休)  松江    

木  松江東   

金 出雲南  8/3  8/17  8/31(休)   

■■■ 会長挨拶 ■■■  

原子力発電所について 

７月 20 日に平田商工会議所の活性化委員会の主催による「島根原子

力発電所」の見学に参加させていただきました。この発電所は、松江市

鹿島町にある中国電力の原子力発電所です。かつては、日本で一番県

庁所在地に近い原発といわれてきましたが、所在地の鹿島町が松江市と

合併したことにより、日本で唯一、県庁所在地に立地する原子力発電所

となりました。 

日本の電力会社が設置する原子力発電所としては、関西電力の美浜

発電所、3 月 11 日に重大な事故をおこした東京電力の福島第一原子

力発電所に続き全国で三番目に開設されました。中でも島根原子力発

電所の一号機は日立製作所が全国的に受け持ち建設され、国産の原

子炉第一号です。 

 さて、現在、この原子力発電所について、一人一人考え方がちがいます。

この原子力発電所について、0％にするか、このまま継続していくか、また

は、徐々に廃止していくか、色々な問題提起がされています。しかし、今

でもこの福島原子力発電所の被害者は苦しい生活をしていられる方が

沢山おられます。我々も他人ごとではありません。 

 

 説明された中国電力の方も、福島の事故については、我々は関係な

いというような感じがしました。何か言いわけの感じさえする説明でした。安

全神話が覆されています。皆様ももう少し、真剣に考えてみましょう。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 例会変更 

○ 出雲南ＲＣ 8/3(金)  夜の例会  

8/17(金) 早朝例会  

  ビジター受付  11：30～12：30 事務局  

○ 出雲中央ＲＣ 8/27(月)  月見例会（夜間） 於） ひがしや 

  ビジター受付  11：30～12：30 事務局  

２． 休   会 

○  出雲南ＲＣ 8/31(金)   定款第6条により 

ビジター受付  な し  

○  出雲中央ＲＣ 8/13(月) ・10/29(月) 定款第6条により 

        ビジター受付  な し  

３． 会費の引き落し 8/1(水) 51,000円 （7・8・9月分） 

４． 吉直高俊様（当クラブ第2代会長）より祝電のお礼状を頂きました。 

５． 社会福祉法人ほのぼの会、万田の郷様より「ほのぼの通信」Ｖｏｌ２７

を頂きました。 

６． 地区大会のご案内 

日  時  10/26(金) ～ 10/28(日) 

          10/28(日) 本会議 登録受付 9：00 ～ 

                       開  会 10：00 ～ 

   会  場  倉敷市民会館 （本日パンフレット配布） 

   出欠につきましては後日出欠表を回覧致します。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

社会奉仕委員会 ： 平田まつり協賛 献血運動の結果報告 

■■■ スマイル ■■■  

黒田  （7/22 の平田まつり協賛献血、社会奉仕委員会の皆様、ご協力頂

いた会員の皆様ご苦労様でした。） 

飯塚大 （本日、出張の為 北海道岩見沢におり欠席致します。仕事ですが

リフレッシュして戻ります。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「クラブ協議会」  

２０１１～２０１２年度 決算   堀江 卓男 前年度幹事 

槇野 良文 前年度会計 

監査報告   高砂 明弘 前年度監事 

承 認  

 

２０１２～２０１３年度 予算   黒田 昌弘 会長 

承 認  

 

 



■■■ 平田まつり協賛 愛の献血運動 ■■■  

申込者 ５７名。 うち、 献血者 ５１名  （平成２４年７月２２日） 

 

 

 

 

 

 

 


