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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

10月18日 
中国電力㈱ 松江営業所 

 副所長  朝 倉 健 一 様 

今冬の節電について 
配電設備の安定供給への

対策について 

10月25日 ㈱ 酒持田本店 職場訪問例会 18：30～

11月 1日 座禅例会 一畑寺 早朝例会  ６：２０ ～ 

■■■ 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   28 10 (2) 77.78 % 88.89 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

桐原／木村／園山／加藤喜／杉原／恒松／内田／小汀  

（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 ■■■  

（11月 1日） 原 泰久／原 孝士／堀江卓男  

（11月 8日） 木村文彦／飯塚大幸／飯塚詔夫  

■■■ 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 12/10   

10/29・12/31・2/25 (休) 
松江南   

火 
出雲  10/23  12/11  

12/25・1/1（休） 
松江しんじ湖  10/30 

水 大社  10/31(休) 松江  10/31 

木  松江東   

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■  

平田あたご山を美しくしよう 

今年３月、ロータリー財団へ申請し承認されておりました「平田愛宕山公園緑化

プロジェクト ～地元の小中高校生とともに行う桜の植樹～」が いよいよ１１月２日

（金）実施することとなりました。 

このプロジェクトの趣旨は、昨今の少子化や高齢化及び人口の都市への流出に

伴い、地元 愛宕山公園に訪れる人たちも減り、昔のように花見になれば人であふ

れる観光名所が忘れ去られています。日本中の山々も針葉樹ばかりが商業目的

で植えられましたが、今や産業構造の変化や物流の進化により、かつての森林の

目的は無くなってしまいました。そのことにより日本中の国土が荒れ果て、川や海ま

でも自然破壊が進んでいます。だからこそ、今からでも未来の子供たちの為に、か

つての地球の水や空気を取り戻すために、私たちが手の届くところから率先して植

樹をし、今の子供たちと共に汗をながし、地球環境の保全の為に植樹を通して訴

えて行かなければならないという思いからです。 

今回実施する桜の植樹に際して「平田愛宕山を美しくする会」 会員の方々、そ

してこの会の会員として協力いただいている当クラブメンバーには、大変に感謝申し

上げます。 

また極楽寺の住職、事務局長の元ロータリーのメンバーでありました松浦誠氏、伐

採等と下準備に協力していただいた各種団体の皆様には心からお礼申し上げます。 

なお、１０月２０日（土）には、合銀平田支店の有志の皆様、三協貨物の社員の

皆様、そして平田高校の生徒さん約８０名の協力により現地での作業が行われます。

１１月２日には社会奉仕委員長の下、会員の皆様のご協力をお願いします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  
１． 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会  

会長 出雲市長 長岡秀人様より大会支援へのお礼状を頂きまた。 

２． 地区大会参加の皆様 

10/28（日） 6：15 平田商工会議所 集合・出発 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

○ 創立４０周年記念実行委員会のメンバーについて 承認 

○ 桜（クヌギ等）の植樹について 

11/2（金） 14：00～15：00 手崎城  雨天中止 

集  合  慰霊塔（13：40） 

予備日  11/7（水） 15：00～16：00 

○ ロータリーの職業宣言がロータリーの行動規範に変更 １１月より実施 

■■■ 委員会報告 ■■■  

社会奉仕委員会 ： 11／2 植樹プロジェクトについて 

職業奉仕委員会 ： 10／25 職場訪問例会について 

ロータリー情報委員会 ： 「ロータリークラブの楽しみ方」 について 

飯塚大幸 副会長 ： ４０周年実行委員会組織の発表 

副実行委員長  飯塚詔夫、 （実行委員会） 幹事  槇野良文 

総 務 部 会； 部会長 加藤 昇、 副部会長 河原治子、黒田昌弘 

式 典 部 会； 部会長 田中浩史、 副部会長 高砂明弘、清原正幸 

祝 宴 部 会； 部会長 持田稔樹、 副部会長 原 泰久、來間 久 

記念事業部会； 部会長 堀江卓男、 副部会長 田中久雄、釜屋治男 

■■■ スマイル ■■■  
黒田 （朝倉様、井原様 ようこそ、本日はよろしくお願いします。） 

槇野 （本日のスピーカーに中国電力朝倉副所長様、井原課長様のご来訪

を歓迎して。） 

飯塚大 （４０周年の実行委員会が立ち上がりました。皆様よろしくお願いい
たします。 本日所用にて途中退席します。） 

田中浩 （４０周年実行委員会で式典の部会長を拝命致しました。よろしくお

願いします。 本日例会を１８６１回と発表しましたが１８６２回でした。

申し訳ありません。） 

持田稔 （平田愛宕山公園緑化プロジェクトを いよいよ１１月２日（金）実施するこ

ととなりました。皆様のご協力をお願い致します。） 

園   （所用がありまして早退させていただきます。  

会員増強ご協力いただき誠にありがとうございます。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

配電設備の安定供給への対策について 

中国電力㈱ 松江営業所 副所長 朝倉 健一 様 

電力の安定供給は、発電所で電気を作るだけではなく、

送電線や配電線を通してお客さまに良質な電気を安定してお届けすることで、は

じめて達成されるものです。 

停電を起こさないための取り組みとして、着雪しにくい電線への変更、倒木ガー

ドワイヤーや避雷器を設置しています。また、電線や変圧器などの点検・巡視・測

定を定期的に行い、設備の把握に努め、故障の未然防止を心がけています。 

さらに、停電や災害が発生した場合でも早期復旧が果たせるよう、配電自動

化システムの導入や、職員の教育・訓練を徹底しています。４ＷＤ車の増車やク

ローラー車両も配備し、積雪時の機動性強化も図っています。 

 


