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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

11月 8日 
出雲ピクチャーズ㈱ 

秘 書 竹内 祐子 様 
映画「渾身」KON-SHIN 

11月15日 中国電力㈱ エネルギーについて 

11月22日 会員 持田稔樹 最先端のドイツの建築 

■■■ 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 % 83.33 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
飯塚大／木村／板垣／田中浩／來間／大谷／福田／加藤昇／園山 

原孝 （山根／牧野）  

■■■ 来訪者 ■■■  
木村（出雲南）  

■■■ メークアップ ■■■  
 な  し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（11月 22日） 遠藤 栄／加藤 昇／清原正幸  

（12月 6日） 小汀泰之／槇野良文／持田稔樹  

■■■ 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   

12/31・2/25 (休) 

松江南 12/17 

12/24・30(休)  

火 出雲  12/11  12/25・1/1（休） 松江しんじ湖 12/18 12/25

水 大社   松江  12/19 12/26 

木  松江東12/20 12/27(休) 

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■  

雨で苦労している新地区補助金事業の動きについて 

ロータリー財団の資金運用が変り、未来の夢計画として財団寄付の中

から、新地区補助金として、クラブの事業に補助金として使えるようになりま

した。現在行動計画している「平田愛宕山公園 緑化プロジェクト」は、地

元の学生とともに行う桜の植樹が雨天のため、11月2日（金）及び11月7日

（水）とも中止となりました。この新地区補助金については、どうも平田ロー

タリーは、前年からスムーズにいかない傾向にありますが、次年度の新地区

補助金申請期日も近づいていますので、早く成功裏に終わりたいと考えて

います。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． リスボン国際大会委員 渡辺好政パストガバナーから１１月２８日までの登録

者数の報告要請がありました。 登録ご希望の方 事務局まで  

２． 森田昭一郎ガバナー、鴨井尚志地区大会実行委員長より地区大会出席の

御礼状をいただきました。 

３． 例会変更 

  ○ 松江RC         １２／１９(水)   夜間例会 (家族忘年会) 

                受付 １２：００～１２：３０ ホテル一畑 

  ○ 松江南RC       １２／１７(月)   夜間例会 (家族忘年会) 

           受付 １２：００～１２：３０ 松江東急イン ロビー 

○ 松江東RC       １２／２０(木)   夜間例会 (家族忘年会) 

         受付 １２：００～１２：３０ ホテル一畑 

  ○ 松江しんじ湖RC   １２／１８(火)   夜間例会 (家族忘年会) 

               受付 １２：００～１２：３０ すいてんかく 

４．休    会 

  ○ 松江RC         １２／２６(水)  定款第６条第１節により 

               受付 １２：００～１２：３０ ホテル一畑 

  ○ 松江南RC        １２／２４(月)  振り替え休日により 

                 １２／３０(月)   定款第６条第１節により 

                     受付  な  し 

○ 松江東RC       １２／２７(木)  定款第６条第１節により 

                    受付  な  し 

○ 松江しんじ湖RC   １２／２５(火)  定款第６条第１節により 

                     受付 １２：００～１２：３０ すいてんかく 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席親睦委員会 ： 11月の会員誕生・夫人誕生・結婚記念のお祝い 

社会奉仕委員会 ： 雨のため延期になっておりました愛宕山桜の植樹

プロジェクトを明日(11/9)に実施いたしますのでご

協力よろしくお願い致します。 

             集合11：45 (昼食は済ませてお集まりください) 

クラブ広報委員会 ： 「ロータリーの友」 11月号配布 

職業奉仕委員会 ： ロータリーの行動規範  

■■■ スマイル ■■■  
木村(出雲南RC) （例会にお邪魔させて頂きまして。） 

黒田 （本日のスピーカーに竹内様をお迎えして。 木村様ようこそいらっしゃい

ました。） 

釜屋 （竹内祐子様ようこそいらっしゃいました。スピーチよろしくお願いします） 

内田 （出雲南クラブ木村様ようこそいらっしゃいました。竹内様今日はよろしく
お願いします。） 

桐原 （竹内様 本日はありがとうございます。映画 「渾身
こんしん

」の大ヒットをお祈

りしております。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

映画 「渾身 KON-SHIN 」 

出雲ピクチャーズ 秘書 竹内 祐子 様 

最近の映画作成はテレビ局主体の作品が多く、

思いのままに映画を作ることが難しい時代です。

そのような状況の中で映画会社「出雲ピクチャ

ーズ」が地元平田町に設立されました。 

当社の第一作となる「渾身 KON-SHIN」は、【隠岐古典相撲】を題材と

した川上健一氏の同名小説を、錦織良成監督が、伊藤歩・「劇団

EXILE」の青柳翔主演で映画化した作品です。第36回モントリオール世

界映画祭に正式招待され、高評価を

得ました。 

来年1月12日から全国公開ですが、

山陰では1月5日から先行公開です。

一人でも多くの皆様にご覧いただきま

すようお願いいたします。 

公式サイト： http://kon-shin.jp/  

 


