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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

10月 4日 隊友会 会長 桑原 寿之 様 隊友会について 

10月11日 
内水面浅海部 部長 勢村 均 様 

斐伊川沿岸農業水利事業所 

的場 幸男 様・河田健太郎 様 
ウォーキング例会 
平田船川汐止堰について

10月18日 中国電力 エネルギーについて 

■■■ 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 ■■■  

田中浩／木村／園山／板垣／飯塚詔／來間 （山根／牧野）  

■■■ 来訪者 ■■■  

な し 

■■■ メークアップ ■■■  

9/28 大谷・遠藤・加藤喜 （出雲南）  

10/3 飯塚詔・加藤喜・遠藤・田中浩・持田稔 （大社） 
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（10月 18日） 持田祐輔／内田節夫／山根章一  

（10月 25日） 板垣文江／福田磨寿穂／河原治子  

■■■ 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   

火 
出雲  10/23  12/11  

10/9・12/25・1/1（休） 

松江しんじ湖  10/9 

         10/30 

水 大社 10/17  10/31(休) 松江  10/31 

木  松江東   

金 出雲南  10/12   

■■■ 会長挨拶 ■■■  

女性政治家の服装について 

先週、本業である税理士の政治連盟大会に出席のため、今年度初め

て例会を欠席しました。副会長には大変ご迷惑をお掛け致しました。この

政治連盟大会に出席する度に、いつも二つのことが、頭の中でよぎります。 

その一つは、政治家のスピ－チの上手さです。９党の代表者が５分間で

のスピーチでしたが、相手の党の皮肉や自党の政策、現在の政局を説明。

いくら話すのが商売とはいえ、原稿なしで、最後にきれいに落ちを入れて、

感心します。また、平田商工会議所の会頭のスピーチも原稿なしで、とちら

ずに、話すのが上手と常に感じています。 

二つ目は、２５０名の代議士と２５０名の我々代議員の約５００名の懇

親会のときに不思議に思ったのが、出席された女性代議士の全員のス－ツ

の色が、ピンクや蛍光色に近い黄色、オレンジ、赤などのド派手な色が目

立ちました。もっとシックな色合いのスーツの方がオシャレで洗練されて見え

るのに、なぜあんな派手な色のス－ツを着るのか？少し考えさせられました。

何かアピールするためだ！男性代議士は、黒が多いから、花を添えるため

であると言う方もいます。議員になる前のたとえばアナウンサー時代などは、

もっとナチュラルな美女という感じだった方も、なぜか「女性議員ファッション」

になります。これは、推測では勝負服であると言う人もいます。彩色スーツ

は戦闘服かもしれません。国会に気合を入れて挑むのは当然です。政治

の世界で、女性はまだ少数派です。男性議員に埋もれないためにもピンク

や真っ赤でわかりやすく女性を希少価値として生かす意識が働いているか

もしれません。全部が女性議員となったら、どうなるでしょう。 

 少しは、ロータリーのことを話さなければ・・・ 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 例会変更 

○松江しんじ湖ＲＣ  10/30（火）  職場訪問例会  

      ビジター受付 12：00～12：30 定例会場 （すいてんかく） 

２． 休  会 

    ○松江しんじ湖ＲＣ  10/9(火)  定款第６条により 

    ○松江ＲＣ       10/31（水）     〃 

      ビジター受付 12：00～12：30 定例会場（すいてんかく・H一畑） 

３． 会費引落  10/5（金） 51,000円（10・11・12月分）  

４． 次週はウォーキング例会により例会場を移動します。食事準備の都

合上欠席の方は前日（10/10）の午前中に事務局へご連絡下さい。 

５． 福島西ＲＣ 河野坦司様より、クラブメーキャップの訪問記 『出会い

研鑽パート3』をいただきました。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席・親睦委員会 ：  

次週のウォーキング例会について 
10月の会員誕生・ 

夫人誕生・結婚記念のお祝い 

クラブ広報委員会 ： 「ロータリーの友」 10月号の紹介 

会員増強・会員維持委員会 ： 会員候補者の推薦をお願いします 

プログラム委員会 ： 10／25職場訪問例会を夜間例会とします 

■■■ スマイル ■■■  

黒田・大島治・内田  

 （桑原様、ようこそ！ 本日はスピーチよろしくお願いします。） 

釜屋 （岐阜国体のなぎなた成年団体（３名）安喰、井上、釜屋が

優勝しました。ありがとうございました。） 

飯塚大 （釜屋会員様、お嬢様 なぎなた優勝おめでとうございます。 

本日所用の為失礼いたします。） 

園  （釜屋さんのお嬢様、なぎなた“日本一”おめでとうございました。

皆様、増強 呼びかけよろしく、よろしくお願いします。） 

清原 （釜屋幹事、娘さん国体優勝おめでとうございます。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

隊友会について  島根県隊友会 会長 桑原 寿之 様 

隊友会は、昭和３５年に社団法人隊友会として創立

され、その後、平成２３年に公益社団法人化しました。

国民と自衛隊とのかけ橋として、相互の理解を深める

とともに、国の防衛及び防災施策、慰霊顕彰事業並

びに地域の健全な発展に貢献することにより、わが国の平和と安全に寄与

し、併せて自衛隊退職者等の福祉を増進することを目的としており、正会

員は全国で約８万人、島根県は約６００人です。 

隊友会の主な活動には、防衛意識の普及高揚、自衛隊の諸活動への協

力、東日本大震災でのボランティア活動、憲法改正運動などがあります。 

 


