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■■■ 例会プログラム ■■■    

例会日 卓話者 演題 

3月13日 会 員  釜 屋 治 男 ｢囲碁と私｣ 

3月20日 会 員  小 松 博 幸 新入会員スピーチ 

3月27日 休 会  

4月 3日 40周年実行委員会 クラブ協議会 

■■■ 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   32 10 (3)  82.05 % 87.18 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

石原俊／曽田／園山／大谷／持田稔／土江／來間 

（山根／牧野／木村）  

■■■ 来訪者 ■■■    

な  し  

■■■ メークアップ ■■■    

3/3  飯塚大・大島卓（出雲中央)  

3/11 飯塚大・大島卓・高砂（出雲）  
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（4月 3日） 小松博幸／内田節夫／遠藤 栄  

（4月 5日） 持田祐輔／河原治子／原 孝士  

■■■ 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 3/17 4/7  3/31(休) 松江南   

火 出雲  松江しんじ湖 4/8 

水 大社  松江  4/30(休) 

木  松江東  

金 出雲南   

■■■ 会長挨拶 ■■■   

「東日本大震災３周年」 

 ３月１１日は東日本大震災３周年でした。14時46分、私はお寺で鐘を般若心

経を唱え鐘を打ちました。職員にも仕事を中断して黙想をさせました。我が身に置

換えて犠牲者の遺族や被災地の方々に想い、色々感じ入るところあり熱いものを

押さえておりました。 

 地震の規模はモーメントマグニチュード 9.0。発生時点において日本周辺におけ

る観測史上最大の地震であり、場所によっては波高 10 メートル以上、最大遡上

高40.1 メートルにも上る巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿

岸部に壊滅的な被害でした。現時点の震災による死者・行方不明者は18,517人、

建築物の全半壊は合わせて 40 万 0,151 戸が確認され、避難者等の数は 26 万

7,419 人です。長期化していることが特徴的で、政府は震災による直接的な被害

額を 16兆円から 25兆円と試算し、世界銀行の推計では自然災害による経済損

失額としては史上1位だそうです。 

 さらに、地震から約1時間後に遡上高14-15 メートルの津波に襲われた東京電

力福島第一原子力発電所は、全電源を喪失して原子炉を冷却できなくなり、1号

機・2号機・3号機で炉心溶融（メルトダウン）が発生。水素爆発により原子炉建屋

が吹き飛び、大量の放射性物質の漏洩を伴う重大な原子力事故に発展しました。

この事故は国際原子力事象評価尺度で最悪のレベル 7、チェルノブイリ原子力発

電所事故と同等に位置づけられています。なにより、未だに（おそらくこの先もずっ

と）ふるさとへ帰ることはできない状況が続いています。 

 私は、４０周年の講師依頼と陸前高田ロータリークラブへの表敬訪問のため、昨

年、２年経った被災地へ足を運びました。３年も経てば、遠く離れておれば、多くの

日本人がすっかり意識を風化させているような現状に危惧の念を抱きます。未曾

有の天災と人災から学ぶことの多い日本社会と日本人であって欲しいと痛感しま

す。 

 ４０周年もいよいよです。準備も着々と進み、本当に大きな節目の「絆」で、平田

ロータリークラブがさらに地域に貢献できるように未来に向かって羽ばたきたいと想い

ます。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．山口弥様の入会に対し、昨日までに意義の申し立てがございません

でしたので入会が決定致しました。 入会式は次週行います。 

２．例会変更 

○ 松江しんじ湖RC  4/8(火)  観桜会 (夜間)  

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

３．休  会 

○ 松江RC  4/30(水) 定款による  ビジター受付 なし 

４．赤磐ロータリークラブ創立10周年、新見ロータリークラブ創立４０周年

の記念誌をいただきました。 

５．るんびにぃ苑より「るんびにぃ 第74号」 をいただきました。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

クラブ広報委員会 ： 「ロータリーの友」 3月号の紹介 

出席・親睦委員会 ： 3月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝 

■■■ スマイル ■■■   

飯塚大 （釜屋会員のスピーチヨロシクお願いします。 

わがとこCM DVD上映、加藤会員ありがとうございました。） 

佐々木 （釜屋会員、本日のスピーチよろしくお願いします。） 

黒田  （3 月 17 日まであとわずか！ 小汀先生共々途中退席させ

ていただきます。） 

杉原  （釜屋さん、今日はピンチヒッターありがとうございます。 

楽しい、おもしろい話を期待しております。） 

持田祐 （蔵出しの会のご案内！ 4/19(土) ホテルほり江さんで開

催します。参加をお待ちしております。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「囲碁と私」       釜屋 治男会員 

囲碁のルールはまさに行儀の世界 

１、 一手ずつ交互に打つ 

２、 タテヨコを全部囲んだ石はとれる 

３、 打ってはいけないところがある 

４、 打つのを制限されるところがある 

５、 陣地の多いほうが勝ち 

囲碁は二人で描く絵   上達するにしたがって、面白さが増していく 

碁石を握って人間模様を垣間見る。囲碁とはなかなかの深き面白みがある。 



■■■第３・４・５グループ合同Intercity Meeting （3／2）■■■ 

ホストクラブ ： 松江東ロータリークラブ    於） ホテル一畑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期ガバナー補佐ご挨拶 


