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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 5 日 会員  高砂 明弘 ６９歳 北海道ツーリング！

10 月12 日  休 会  

10 月19 日 
久多美コミュ二ティセンター 

センター長 福田 実 様 
コミセン長7 ヶ月が経って 

10 月26 日 徳雲寺 住職  岩佐 昌昭 様 備前・信楽焼について 

■■■ 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

42 31 11 (4)   81.59% ― % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚大／大島治／飯塚俊／大谷良／來間／山口／園山 

（山根／牧野／遠藤／大谷厚）  

■■■ 来訪者 ■■■    
 な し 

■■■ メークアップ ■■■  
 10/4 大島卓(大社) 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 26 日） 板垣文江／杉原朋之／高砂明弘 

（11 月２日）  休会 

■■■ 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 10/23(－) 松江南     

火 
出雲 10/10(－)   10/24  11/21(－) 

12/12  12/26(－)  H30.1/2(－) 
松江しんじ湖   

水 大社 10/11(－)  10/25  松江    

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東   

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

今年 3 月の会長エレクト研修セミナーで、森田パストガバナーからの「クラ

ブ会長のあるべき姿」という講演の中で、ゲストスピーカーの卓話時間は十

分に確保すること、演台にアナログ時計を準備することとの話がありました。

皆さんには初めて披露しますが、7 月から演台上に時計を準備しています。

ゲストの卓話の日に、委員会報告で壇上に上がられた方は、お時間を少し

気にしていただきますようお願いいたします。 

先週9 月28 日は、「宗春の会」の月見茶会・懇親会が森山宗育先生を

お招きして、田中会員の別邸でおこなわれました。午後からはお天気も良く

なり、宍道湖と上弦の月という最高の景観の中で楽しいひとときを過ごさせて

いただき、ついつい飲み過ぎてしまいました。 

今日は月のお話しをします。月が地球の周りを 1 周するのに 27．32 日か

かりますが、月は自ら光を発しませんので、その存在は太陽からの反射光で

見るしかありません。月が地球の周りを 1 周する間にも太陽と地球の位置関

係が変わるため、月の満ち欠け（周期）としてみると 29．53 日となります。 

旧暦では朔（新月）にあたる日を「ついたち」と決め、30 日（大の月）と 29 日

（小の月）を交互に配置しています。この方法では、少しのズレを除いて、日

にちと月の形が基本的には一致することになります。 

太陽の位置が夏に高く冬に低いのとは逆に、満月頃の月の高さは、夏に

低く、冬に高くなります。旧暦4・5・6 月の満月は低いために山や建造物など

の陰になって見えにくいこともあります。一方、冬は高い位置を見上げないと

いけません。収穫の時期でもある秋の月が美しい月として、旧暦 8 月 15 日

の月を中秋の名月と呼んでおり、今年は閏月があったため、10 月 4 日が中

秋の名月でした。前日までの雲も減り、きれいな月を見ることができました。    

 小林一茶の俳句に、「名月を とってくれろと 泣く子かな」 とありますが、ま

さにそんな風情でした。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 地区大会について 

 ご参加の皆様 当日はバスででかけます。６：００商工会議所集合出発 

 ご登録の皆様 地区大会記念品が届きましたので本日お配りいたします。 

 

クラブ細則第5 条第1 節により 11/9（木）年次総会を開催致します。 

よって第3 条第1 節により次年度役員、副会長（次々年度会長）、直前会

長を含む9名の理事の立候補、推薦のある方は本日より7 日間 受付致し

ますので、文書をもってお申し出下さい。 

 

■■■ 理事会決定事項 ■■■   

飯塚大幸会員が来年2月にインド巡拝・眼鏡寄贈を計画され、要望を受け

て、平田ＲＣの国際奉仕活動の一環として後援することを決定しました。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

情報・雑誌委員会 ：  

ロータリーの友10 月号の紹介 

出席親睦委員会 ： 

 10 月の会員誕生・伴侶誕生・ 

結婚記念お祝い 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （9 月28 日 宗春の会ではいろいろお世話になりました。特に会場

をご提供いただいた田中両会員、本当にありがとうございました。 

高砂会員のスピーチ楽しみにしています。） 

曽田 （高砂会員、本日のスピーチ宜しくお願い致します。今月は私と妻の

誕生記念です。妻に感謝をしスマイル致します。） 

恒松 （絶好の天気の月見茶会で、田中さん大変お世話になり楽しい一時

でした。） 

河原 （高砂会員の北海道への漫遊記(？)のお話を面白く聞きたく思いま

す。） 

日野 （先週の弊行バンコク事務所の山田の卓話、ご静聴ありがとうござい

ました。皆様によろしくお伝え下さいと昨日出国いたしました。） 

三好 （高砂会員本日スピーチよろしくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「69 歳 北海道ツーリング」 

高砂 明弘 会員 

北海道旅行の計画は、前々からしてい

たがそれを決定づけたのは、以前旅伏山

登山をしたとき、ロータリー会員の原氏と槇

野氏が 70 歳になり今回で登山は終わりに

すると聞いたことから、私も69歳になり何か

 


