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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■    

例 会 日 卓 話 者 演 題 

3 月 8 日 東京恵比寿ＲＣ  司 葉子 様 華やかな共演者達 

3 月10 日 会 員  原 孝士 
西国三十三ヵ所観音

霊場巡り 

3 月17 日 自然観察指導員  辻井 要介 様 宍道湖の水質と水草 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

45 32 13 (5)  80.00% 87.50 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／飯塚詔／加藤昇／土江／大島治／石原俊／山口／ 

園山 （山根／牧野／木村／大谷厚／石原輝） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 3/3 浅津・西本・吾郷・山本・松本・井上・小川・川上・竹内（出雲南） 

 松井（出雲）  中村（出雲中央） 堀江・平川（松江しんじ湖）    

■■■ メークアップ ■■■    

 2/28 河原・清原・福田・飯塚大・飯塚詔・板垣・伊藤・釜屋・黒田・槇野・

三好・持田稔・小汀・大島卓・大谷厚・大谷良・佐々木・清水・ 

高砂・田中浩・内田 （ＩＭ） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（3 月 24 日） 田中久雄／大島 治／大島卓爾 

（4 月 7 日） 原 泰久／佐々木哲也／園  裕 

■■■ 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 4/11 4/18 松江南  

火 
出雲 3/22（休）  4/5 

 6/21  6/28（休） 

松江しんじ湖  3/8  4/12  

 

水 大社  松江  3/30 

木  松江東 3/31(休)  6/23  6/30(休)

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

ひな祭り夜の例会 

今夜は春を感じる雰囲気の例会となった。 

東京恵比寿ロータリークラブ会員、司葉子氏を迎えての買いとなり、会長

挨拶も時間の関係上最も短く・・・と、幹事と打合せをした。 

国際ロータリー 2017－18 年度会長は指名委員会によって選出され

2015 年 10 月 1 日をもってイアンＨ．Ｓ．ライズリ－氏が正式に会長ノミニ

ーとなられた。オ－ストラリアのサンドリンガムＲＣに所属されている。 

職業は会計士であって、国際関係に強い関心を寄せられておられる。 

2002年には、東チモールでの活動を称えられ、オーストラリア政府より賞を

授かられている方である。 

一年間のテーマは次の回へ廻し、お客様のスピーチ、ＤＶＤでの“花の流

れ”など 45 分程の時間がかかるため、挨拶を省略致したく以上で終わりと

したい。  

■■■ スマイル ■■■  

河原 （司様ようこそおいでいただきました。） 

清原 （司葉子様本日は遠方よりありがとうございます。スピーチ宜しく 

お願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「華やかな共演者達」   

 東京恵比寿ＲＣ 司 葉子 様 

今日は河原会長のご紹介で訪問させていただ

きました。私は鳥取県境港出身ですが、島根県と

の縁が強く、ルーツは島根県であり、ふるさとに帰ってきたように思います。 

映画には当初 1 本だけのつもりで出演しましたが、以来女優を続けて

います。1995 年には東京恵比寿ロータリークラブに入会し、昨年創立 20

周年を迎えました。45 名のチャーターメンバーで創立しましたが、現在は

男性53名・女性48名と、男女の会員数が均衡しており、見学者も非常

に多いクラブです。多くの仲間と出会い、今まで知らなかった社会を学び、

奉仕活動に参加できる機会を得ることができたことを誇りに思っています。 

ロータリー歴 

1995.11 東京恵比寿ロータリークラブ入会 ～ チャーターメンバー 

1995-1998 クラブ女性委員長 

2000-2001 東京恵比寿ロータリークラブ会長 

2001-2003 2750地区 初代広報委員長 

2006-2010 RI公共イメージ支援コーディネーター（4年間） 

2007-2008 2750地区 情報委員長 

2011-2012 2750地区 アドバイザー 

2013-2014 2750地区 地区増強拡大委員長 

2015-2016 2750地区 地区アドバイザー 

プロフィール 

1954年 ３月 共立女子短期大学 修了 

 ４月 大阪毎日放送局 入社 （秘書課） 

 ７月 東宝株式会社 入社 

映画 『君死に給うことなかれ』でデビュー 以来150本に出演 

 代表作は 『紀の川』 『秋日和』 『乱れ雲』 他 

 『紀の川』 では7つの主演女優賞 

 『ブルーリボン賞』 『キネマ旬報賞』 『毎日映画コンクール賞』 

 『日本映画記者会賞』 『福岡市民映画コンクール賞』他を受賞 

   

   

舞台 『丼池』『華岡青洲の妻』『紀の川』『和宮様御留』『徳川の婦人た

ち』『一絃の琴』『午後の遺言状』『女の一生』 他 75本出演 

 菊田一夫賞特別賞受賞 

1969年 大蔵主計局次長 相沢英之と結婚 

2003年 紫綬褒章受章 

2010年 旭日小綬章受章 

 



■■■ 第３・４・５グループ Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ ■■■   

28 年2 月28 日（日）  於） ビッグハート出雲 

講演  「出雲文化について － その特質と有用性」 

ＮＰＯ法人 出雲学研究所 理事長 藤岡大拙 氏 

 

 

 

参加クラブ紹介 

 

各クラブ会長への感謝状贈呈 

 

 

 

懇親会  於） 出雲ロイヤルホテル 


