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■■■ 例会プログラム ■■■    

例会日 卓話者 演題 

10月10日 出雲市立総合医療センター 職場訪問例会 12：30～ 

10月17日 青雲 光夫 様 阪神時代を振り返って 

10月24日 議長 飯塚大幸 年次総会 

■■■ 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

42   31 11 (4) 81.58 % 94.87 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
小汀／石原俊／田中浩／加藤昇／土江／三好／園山 

（山根／牧野／木村／伊藤）  

■■■ 来訪者 ■■■    

な し 

■■■ メークアップ ■■■   

 10/5.・6 飯塚大・佐々木(地区大会)   

10/6   福田・河原・飯塚詔・清原・加藤昇・釜屋・黒田・槇野 

小村・大島卓・高砂・恒松・内田(地区大会) 
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10月 17日） 土江光二／木村文彦／黒田昌弘  

（10月 24日） 石原俊太郎／來間 久／牧野昭雄  

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   
月 出雲中央 10/21 12/9 12/30(休) 松江南   

火 
出雲 10/15（休） 10/29 12/10  

12/24（休） 12/31（休） 
松江しんじ湖   

水 大社  10/16 10/30(休) 松江    

木  松江東 10/17 

金 出雲南 10/18 11/1(休)  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

「地区大会」 

 10月5日（日）は第2690地区の地区大会が津山で開催され、ご出席

の会員諸氏には大変お疲れ様でした。ロータリーの知識と親睦を深めるプ

ログラムでした。私は佐々木幹事と前日から参加しましたが、ＲＩ会長代

理の歓迎晩餐会や、米山学友（元奨学生）のタイのホンヨック・プサコーン

さんの卓話がありました。島根大学在学中に、地元・横田とのそろばん交

流でタイの子どもたちの数学レベル向上に貢献し、現在はタイ・パナソニッ

クの社長秘書として活躍したり等、彼女の卓話からロータリーの米山奨学

制度について認識を新たにするものでした。会員の皆さんに是非聞いてい

ただきたい印象的な卓話でした。 

 5 日当日も、長い行列のご当地グルメの昼食会や、記念講演「浅野温

子のよみかたり」や、平田ＲＣも会員増強で表彰を受けるなど、充実した

内容で、帰りのバス車内、平田に帰ってからも引き続いて親睦を深めるこ

とができました。ひとつ反省として、新入会員さんの参加が少なかったこと

の指摘がありました。せっかくの機会ですので、特に新入会員さんには参

加を促す努力が少なかったと思います。次は、明年3月2日、松江でＩＭ

（インターシティミーティング／勉強会）がありますので、皆さんスケジュール

帳に◎をお願いします。 

 本日は、ここ出雲市総合医療センターでの職場訪問例会です。雫先生

（事業管理者）、田中経営企画監には、施設開放と本日の卓話、大変

お世話になります。職業奉仕委員会、プログラム委員会には設営有り難

うございました。過疎地の医療・福祉事情は大変ですが、出雲市特に平

田は大変恵まれていて感謝することしきりです。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１. 本日第4グループ5RC会長・幹事会が出雲南RCホストにより 

開催 （18：30～ 福田屋） され、会長・幹事出席致します。 

■■■ スマイル ■■■  

飯塚大 （本日、職場訪問例会 雫先生、田中経営企画監さま大

変お世話になります。職業奉仕委員会、プログラム委員会

の皆さんには設営ありがとうございます。 地区大会出席の

皆様お疲れ様でした。本日私事ながら結婚記念日と誕生

日によりスマイルさせて頂きます。) 

佐々木 (総合医療センターでの職場訪問例会、セッティングありがと

うございます。雫先生、田中元会員には本日大変お世話に

なります。  地区大会に出席された会員の皆さん、いろい

ろお疲れさまでした。) 

田中久 (職業奉仕月間にちなんでこの度職場例会、雫先生、元平

田RC会員田中様には誠にお世話になりました。) 

遠藤  (職場例会にご協力いただいた雫先生ならびに田中様に御

礼を致します。) 

黒田  (雫先生、田中経営企画監 本日はお世話になります。 

両名の入会を楽しみにしております。) 

河原  (先日 10 月 6日の津山地区大会の折、大 大遅刻をしてし

まいました。お詫びの印に・・・ ごめんあそばせ！) 

高砂  (津山の地区大会出席の皆様お疲れ様でした。 大変皆様

に迷惑かけました。 田中会員本日の例会ご苦労様です。) 

持田祐 (田中様、いつも祖母がお世話になっております。本日もよろ

しくお願いします。) 

釜屋  (会長様、幹事様、地区大会ご苦労さまでした。 帰りの車

内はT会員のお蔭で随分にぎやかでした。 

園   (所用があり早々に失礼します。 雫先生、田中企画監申し

訳ありません。) 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

職場訪問例会  於）出雲市立総合医療センター 

 

 

 

 

 

 

       事業管理者  雫 稔弘先生 

 当センターの果たす役割についてご講和いただきました。 



 
田中経営企画監ごあいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 地区大会 ■■■   

 （25年 10月 6日 岡山県津山総合体育館） 

  

 去る 10月6日の国際ロータリー第２６９０地区、地区大会に会員有志

と共に出席いたしました。 

 会場は岡山県津山市で開催され、天候にも恵まれて、沢山の会員で

賑わいました。しかし、会場は暑くて不快そのもので、事情を聞けばクーラ

ーが故障しているとか！！せっかくの大会であるべき日に、こんなことがあ

ってよいのかと憤まんやるかたなしでしたが、本会議は厳粛に滞りなく進行

し、午前中会議に参加し、午後は三時からなのでせっかく津山に来たのだ

からと、昼食もそこそこ、幹事さんが三時半頃に出発（バス）と声を張り上

げていらっしゃるのもいい加減に（？）聞いて、美作、津山の町に出掛けて

しまいました。  町並の美しい所、博物館、洋学資料館と、タクシーで廻

り、この町の歴史の深さに感銘しました。洋学資料館で印象深く感じたこ

とは、津山藩の藩医であり科学者であった宇田川榕菴が考案されたコー

ヒーメーカーです。 

 現在この容器が現存し、城西浪漫館として開店していると聞き、「それ

行け!」と時間のことも忘れて（少し）直行いたしました。 

 町中で中島医院として開業されている敷地内の大正六年築の古い洋

館の店で雰囲気充分。こだわりの豆で再現されて薫りのよいコーヒーなの

です。このコーヒーを注文したばかりに３５分待たされました。昔日の憶い

にふけるより、早く早くと気持ちはあせるばかり！！ 

美味だったかどうか？！ 

津山に行かれる機会があれば皆様是非ゆっくりと味わってみてください。 

時間厳守なのに恥かしき一日でした。反省のみ！！ 

 

                      クラブ広報委員長 

河原治子 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅野温子さんによる記念講演 

「猿神ものがたり ～ 美作国に現れた勇者の話」 

 


