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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 

10 月6 日 
山陰合同銀行 平田支店 

支店長代理 松岡 修司 様 
ダートトライアルの魅力 

10 月13 日 休  会  

10 月20 日 職業奉仕委員会 優良者表彰 

10 月27 日 議長 田中浩史 年次総会 

■■■ 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

43 31 12 (3)  77.50% ―  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

曽田／三好／清水／持田祐／大谷良／土江／板垣／園山 

山口 （山根／牧野／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■  

渡部ガバナー補佐・福間グループ幹事 （出雲） 

■■■ メークアップ ■■■   

 10/5 大島卓・高砂・黒田 （大社）   
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 27 日） 清水 真／石原輝男／板垣文江 

（11 月 10 日） 田中久雄／伊藤義徳／釜屋治男 

■■■ 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  10/17  10/24  11/21（－） 

12/26  H29 2/20（－）   
松江南   

火 
出雲  10/11(－)  10/18  10/25 

11/22(－)  12/13  12/27(－)  1/3(－) 

松江しんじ湖 10/18

 10/25  11/15 

水 大社  10/12 松江   

木 (－) ； ビジター受付 なし  松江東   

金 出雲南  10/21（武志山荘）  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

毎回、お堅い話をしていますので、今日は少々くだらない、出雲弁で表現

すれば「じがない」話をしたいと思います。 

豊洲市場の問題で石原知事の決済した書類の云々が話題になっていま

すが、行政の最終の決済の書類はすべてが自治体の首長になっているの

はご存知だと思います。もう 10 年以上も前のことですが、平田のジャスコ

に店があった時代にお客様がコピーを 8 枚依頼され、１枚 10 円×8 枚で

合計 80 円いただきました。客様からは、島根県知事 澄田信義で領収

書を依頼され、発行しました。ところが、翌日再び来店され、納品書と請

求書を依頼されました。さらに翌日みたび来店され、さらに見積書を依頼

され発行しました。結果的に、見積書・納品書・請求書・領収書の４通を

発行しました。ところが、その翌日、また来店され、4 通の書類の印鑑をそ

ろえて角印もらいたいと。すべて、再発行しましたが 80 円の決済のために、

公費を支出するためには厳密な書類が必要なのでしょうが、ここまで必要

なのでしょうか。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．明日10/12(水) 第4グループ5RC会長・幹事会が出雲南RCホスト 

により 18：30～ 今市町 福田屋に於いて開催、田中会長・小汀幹

事出席致します。 

２．るんびにぃ苑より「るんびにぃ新聞 第７９号」を頂きました。 

昨日までに、次年度役員、理事の立候補・推薦がございませんでしたの

で、現理事をもって指名委員と致します。 

■■■ 渡部ガバナー補佐 御挨拶 ■■■  

本日は、10 月 30 日の地区大会登録のお願

いをするつもりでしたが、大変好調の登録状況

で、当初の目標を上回っているそうで、本日はお

礼に参りました。平田ＲＣ様にはご都合もおあり

の中、たくさんのご登録ありがとうございました。

できますならば、是非今回の地区大会に足を運

んで頂き、大会の盛り上げにご協力のお願いを致します。 

折角ですので、クラブ細則改定についてお話します。 全国どこのクラブ

も 2016 年規定審議会を受けてクラブ細則の見直しに取り組む姿勢がみ

られます。クラブの裁量に任されたところは各クラブ夫々の意思決定をすべ

きです。この改定は各クラブ喫緊の問題とも思いますので5クラブ会長・幹

事会で議題にあげ、検討したいと考えます。当クラブにおかれましては細

則の改定に取り組むべく計画なさっています。皆様と共に勉強し、より良い

クラブ細則になりますようご協力をお願いします。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

10 月の会員誕生・ 

伴侶誕生・ 

結婚記念 祝い 

 

■■■ スマイル ■■■  

渡部ガバナー補佐・福間グループ幹事  （地区大会登録のお礼） 

田中浩・小汀 （渡部ガバナー補佐様、福間グループ幹事様、本日は平

田クラブへようこそお出で下さいました。  

山陰合同銀行の松岡様、本日はよろしくお願い致します。） 

大島卓・恒松・高砂・飯塚大・佐々木・持田稔               

（渡部ガバナー補佐様、福間グループ幹事様、ようこそいらっしゃい

ました。） 

大谷厚・石原俊 （渡部ガバナー補佐様、福間グループ幹事様ようこそい

らっしゃいました。  

合銀松岡支店長代理様のスピーチを歓迎して。） 

來間 （松岡修司様、スピーチよろしくお願い致します。楽しみにしており

ます。） 

清水 （松岡代理さん、今日は講演宜しくお願いします。残念ながら支店

長会議にて欠席致しますが、国内第 3 位のレーサーとして大変興

味深い話が聞けると思いますので皆様楽しみにしていて下さい。） 

久家 （手術も無事に終わり、娑婆へ出ますと皆様のお顔が光り輝いてま

ぶしく見えます。後は日々が薬です。今後共宜しくお願い致しま

す。） 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「ダートトライアルの魅力」 

山陰合同銀行 平田支店 

支店長代理  松岡修司様 

 

 ダートトライアルはオフロードの競技

で日本独自の自動車競技です。 

競技には、出場する車が一斉にスタ

ートしゴールを目指すレース競技、一

般道を走行しタイムを競うラリー競技、

一台一台が 2～3 ㎞のオフロードコー

スを 2 回走行しタイム（タイムトライアル、2 分間位）の良い方をとるダート

競技などがあります。 

 ダート競技の魅力は何と言ってもオフロードを横に滑りながらカーブを切

る、ドリフト走行です。私がダートトライアルに興味を持ち目覚めたのは、

学生の時、島根大学自動車部入部がきっかけです。運転免許もその時

37,500 円で取得しました。 

 国内の公式な選手権は、全日本選手権、地方選手権、ジュニア選手

権・大学選手権（中、初級向け）があります。また、競技車両の概要は、

ＰＮ車両・Ｎ車両・ＳＡ車両はナンバー付きで一般道も走行可能ですが、

ＳＣ車両・Ｄ車両は一般道走行不可です。 

 ダートトライアルの魅力は、「究極のドラフト走行」、そして極限のマシンコ

ントロール技術による緊張感、集中力、達成感です。 

 

ダートトライアルについて詳しくは、ホームページＪＡＦ、ＪＭＲＣ中国で。 

 


