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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

4月11日 会員 桐原 善行  愛する平田 

4月18日 １８：３０ ～  夜間例会 

4月25日 
古代出雲歴史博物館  

専門学芸員 佐 伯 徳 哉 様 

鎌倉時代の出雲大社と 
その周辺景観 

■■■ 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

40   31 9 (3) 83.78 % 94.59 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
加藤喜／園山／石原／園／杉原／原孝 （山根／牧野／木村） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 な し 

■■■ メークアップ ■■■  
4/8 高砂・遠藤 (出雲中央) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（4 月 25日） 加藤喜久／杉原朋之／高砂明弘 

（5 月 9日） 遠藤 栄／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 6/24 松江南   

火 出雲  4/30(休) 6/25  松江しんじ湖  4/30 

水 大社  4/17 松江  5/1 

木  松江東  

金 出雲南  4/19  6/21(休)  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

久しぶりの京都 

私事で恐縮ですが、仕事の関係で、先週の土曜・日曜日に京都に行って

きました。目的は、全国ＩＣＳ協議会の参加でしたが、東京・大阪等に行く

たびに何時も色々と考えさせられることがあります。一つは、これだけの人

を相手にちょっとしたアイデアで商売をすれば儲かるだろうと常に思っていま

す。実際は思いどおりになりませんが…。もう一つは、昼食を並ばなけれ

ば食べられないことです。並ぶのが嫌いな小生は、ホテルのレストランで食

べましたが、高層ビルの家賃を含んだ食事を食べることに何時もなってしま

います。 

さて、京都でのお寺巡りは、修学旅行以来ですが、70 才になったときに見

る感覚は違います。やはり、年をとったと思いました。妙心寺の退蔵院の

枝垂れ桜、金閣寺の鹿苑寺、蓮華王院の三十三間堂も新たに最認識

をしました。また、暇とゆとりとお金があれば、仏像巡りを一人でしたいと考

えています。 

なお、どこの名所の説明案内書も、日本語と英語に追加して、中国語と

韓国語がつけ加えてありました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．境港RCより創立５０周年記念誌をいただきました。 

２．次年度第４グループ５ＲＣ会長・幹事会の第１回会合が、本日、

ホテル武志山荘において開催され、飯塚次年度会長・佐々木

次年度幹事出席致します。 

 

３．石原俊太郎様の入会が決定いたしました。 

入会式につきましては５月末を予定しております。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

・年次総会開催時期について 

Ｒ財団 未来の夢計画 （新）地区補助金申請（毎年３月末締切り）

に対応できるクラブ環境を整えるため、例年１２月開催の年次総会

を２ヶ月早め１０月に開催することを確認。  

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席・親睦委員会 ：  

4月の会員誕生・ご夫人誕

生・結婚記念祝い 

情報委員会 ： 新入会員セミナーのご案内 

クラブ広報委員会 ： 「ロータリーの友」 4月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

大谷様より、昨年作りましたロータリージャンバーを寄贈頂

きました。 

黒田 (臨時収入がありました。スマイルします。) 

田中久 (10 日 県立古代出雲歴史博物館に大社古代高層神

殿一式飾りを展示し、沢山のマスコミに取材を受けまし

た。皆様のお蔭です。) 

飯塚大 (本日は桐原会員のスピーチを楽しみにしておりましたが、

急用ができ失礼致します。) 

伊藤  (所用のため早退致します。) 

持田稔 (初孫が3/29生まれました。帰るまでTVの音も小さくな

り、風呂も孫中心のようです。) 

持田祐 （5/12(日)午後 6 時よりホテルほり江において「蔵出しの

会」を開催致しますので皆様お出かけ下さいませ。) 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

『愛する平田』 

～ ２年９か月を振り返って ～ 

会員 桐原善行 

 

○ 「有言実行」をモットーにやってきました。 

○ 銀行のこと・・・ これからのビジネスモデルを力強く構築しなければなりません。 

○ 失敗・・・  お酒に絡んだことが多かったようです。今後も注意！ 

○ 挫折・・・  「婚活」 ← 地域活性化のポイントと認識しています。 

 注力しましたが、なかなか成果に繋がりませんでした。 

○ 笑い・・・  ４、５人で銚子７０本空けました。 

○ 感動・・・  ロータリーソングの唱和は毎週感動です。 

○ 若者への提言・・・ 「人間力」を身につけましょう。 

○ 今後の課題・・・ 当地は「外貨を稼ぐ」ことが必要です。 

○ 自分のこと・・・ 次が１０番目の職場、遠くなら単身赴任決定済み。 

○ 平田ロータリークラブ万歳！・・・ いつまでも私の心のふるさとです。 

 


