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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

9月20日 
中国電力㈱ 島根原子力本部

専任部長 村井 忠史 様 

島根原子力発電所の 
現況について 

9月27日 
㈱ ＪＣＲ 関西営業部 

次 長  本田 二郎  様 
身近な環境問題に於ける

オゾンの有用性 
10月 ４日 隊友会  桑 原 寿 之  様 隊友会について 

■■■ 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

38   30 8 (2) 83.33 % 88.89 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

大島治／杉原／持田稔／清原／園山／園 （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 ■■■  

（10月 4日） 桐原善行／杉原朋之／高砂明弘  

（10月 11日） 小汀泰之／田中久雄／恒松克己  

■■■ 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 10/15  12/10   

10/29・12/31・2/25 (休) 
松江南  9/24 

火 
出雲  10/23  12/11  

10/9・12/25・1/1（休） 
松江しんじ湖   

水 大社 10/3  10/31(休) 松江   9/26     

木  松江東   

金 出雲南  9/28  10/12   

■■■ 会長挨拶 ■■■  

 多様な効能を持つ梅干し 

梅は花も香りがすばらしいが、「実」も梅干、梅酢、梅酒など私を含めた

日本人の食と健康に深くかかわってきました。 

現在は私の家では作ってもらえませんが、弁当といえば「日の丸弁当」といっ

て、真中に赤い梅干が埋め込まれていました。 

梅の収穫は戦前は４万ﾄﾝでしたが近年は１１万ﾄﾝと３倍にもなっています。 

コンビニの梅干しおにぎり、焼酎の梅割り、梅酒愛好家が増えたおかげかも

しれません。 

梅干の産地は和歌山の７万ﾄﾝ以上で全国の６２％を占めています。続い

て、群馬、福井、神奈川です。 

梅干しを朝、食べるとその日は「難逃れ」するといって、江戸時代からとくに

旅人に梅干は欠かせなかったようです。今でも旅館の朝食には必ずついて

いるようです。 

殺菌、毒消し、疫病対策にも効果ありというので、おにぎりには向いている

ようです。 

梅干しにはほかにも肝機能低下、動脈硬化、腎臓病、糖尿病、高血圧な

どの症状を抑える働きがあるそうです。クエン酸が豊富で疲労回復にも良い。

塩分が高いからといって、忌避する人が多いのは惜しい話です。・ 

              

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 例会変更 

出雲ＲＣ  10/23（火） 職場訪問例会 自衛隊浜山駐屯地 

       12/11（火） 忘年家族会   ニューウェルシティ出雲 

      ビジター受付 11：30～12：30 ホテル 武志山荘 

    出雲中央ＲＣ 10/15（月） 職場訪問例会 出雲警察署 

             12/10（月） 家族同伴忘年例会 

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

    松江ＲＣ   9/26（水） 9/23（日）60周年記念式典に変更 

      ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

    松江南ＲＣ  9/24（月） 月見例会（夜間） 

      ビジター受付 12：00～12：30 東急インロビー 

２． 休  会 

出雲ＲＣ  10/9・12/25・Ｈ25 1/1（火） 定款により 

出雲中央  12/31・Ｈ25 2/25（月） 定款により 

 ビジター受付  両クラブ共 な  し 

■■■ スマイル ■■■  

黒田 （中国電力 島根原子力本部 村井様、 

     角様 ようこそ。 ） 

釜屋 （中国電力の村井様、角様 ようこそ。本日

はスピーチよろしくお願いいたします。） 

内田 （中国電力 島根原子力本部 村井様、

角様本日はようこそ、ありがとうございま

した。） 

恒松 （無事モンゴルから帰りました。） 

飯塚大 （10月 5日～8日、一畑薬師の大法 

要へのご案内をさせて頂きました。  

宜しくお願い致します。） 

中国電力 島根原子力本部村井様より、スマイ

ルをいただきました。 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  
「島根原子力発電所の現況について」  

中国電力㈱ 島根原子力本部  

専任部長 村井 忠史 様 

3.11 東日本大震災において福島第一原子

力原電所が被害を受け、その後結果として臨海

状態を制御できずに放射能を放出することとな

ったのは皆さまの心に刻まれていると思いますが、

その施設と同じ型の原子力発電設備が島根原子力発電所です。お話は、福島で

の事故状況を説明いただき、その事を踏まえて島根ではどのような対策がとられて

いるのか、どのように対応していく

のかをスライドや資料を使って説

明いただきました。私たちのいる平

田は 30ｋｍ圏内にあります。原発

のある松江市だけでなく、近隣の

地域（30ｋｍ圏内）にあたる出雲

市は安全協定締結に中国電力と

協議中であることも話していただ

きました。 

 

 


