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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 15 日 米山記念奨学生 ダシャ 様 日本留学の思い出 

3 月 22 日 会 員  岩浅 慎龍 新入会員スピーチ 

3 月 29 日 休 会  

4 月 8 日 出雲伝承館 8：00～ ５ＲＣ合同植樹例会 

■■■ 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

44 31 13 (4)   77.5% 
2/22  97.5 % 

3/1   87.8  %  

■■■ 欠席者 ■■■  

河原／日野／堀江／石原輝／板垣／大谷良／園山／杉原／土江 

（山根／牧野／遠藤／大谷厚）  

■■■ 来訪者 ■■■  

 3/8 木佐（出雲） 本常・佐藤・浅津・西本・田中・竹内・山田・金山 

    淋蒔･福田・米山・大国（出雲南）  山根（大社） 的場（大田） 

石橋・児玉・池淵（出雲中央）  中島（松江） 

永瀬・堀江・中田・金見・本田・景山・尾添（松江しんじ湖） 

■■■ メークアップ ■■■  

 3/8 佐々木・小汀・田中浩・伊藤・清原・高砂・曽田・來間（理事会） 

 3/9 大島卓・松浦・岩浅・大島淳・久家・土江・日野・加藤・河原・

佐々木 （合同セミナー） 

 3/13 持田稔（出雲）  3/14 大島卓・土江・高砂（大社） 
 ************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（3 月 22 日） 日野寿明／高砂明弘／田中浩史 

（4 月  8 日） 松浦剛司／恒松克己／内田節夫 

■■■ 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 3/19(－)  4/9  4/23(－)  

5/28(－)  6/18  6/25(－) 
松江南  4/2  4/23 

火 出雲 3/20(－)  4/3  5/1(－)  6/26 松江しんじ湖  4/10  5/1

水 大社  4/4 松江    

木 (－) ； ビジター受付 なし
松江東 3/22(－) 4/26(－) 

6/21  6/28(－) 

金 出雲南      

■■■ 会長挨拶 ■■■   

前回 3 月 1 日の例会以降､にわかに国内外ともに騒々しい状況になって

いる中､4 日前の 3 月11 日は東日本大震災から丸7 年を迎え､テレビや新

聞で様々な特集が組まれていました。震災後の復興はまだ道半ばで､未だ

に避難を余儀なくされている方もありますし､福島原子力発電所も廃炉をめ

ざすためにはいろいろと解決すべき技術的な問題が山積しています。 

東日本大震災による死者 15,895 人のうち､90％以上の 14,000 人余りの

方が地震に続発した津波による溺死・水死であったと伝えられています。津

波による街の破壊や最近毎年のように日本列島のどこかで発生している豪

雨災害など､大量の「水」による驚異・自然の恐ろしさを思い知らされます。 

一方､3 月はロータリーの特別月間「水と衛生月間」です。人体の 60～

70％は水が占めており､生命維持のためには水が不可欠です。体内の状態

を正常に保つためには老廃物を尿に排出することが重要ですので､1 日 2Ｌ

程度の水分摂取が必要です。山で遭難した際にも､食料よりも水の確保が

優先されます。しかし水であれば何でも良いわけではありません。日本は国

土の四方を海に囲まれていますが､海水を飲むことはできません。また､自然

の中でのたまり水は様々なウイルスや雑菌に汚染されている危険性が高い

ため､よほどの緊急時を除けば､飲料水にすることは望ましくありません。衛生

的な飲料水を確保することは生命維持のために非常に重要です。 

幸い日本では､自宅の水道の蛇口をひねると衛生的な水が簡単に得られ

ますが､世界的には珍しいことです。浄水設備がない､あるいは､浄水設備は

あっても 1 人あたり 1 日 2Ｌ以上の水を遠方まで水くみに足を運ばなければ

ならない地域が少なくありません。このため世界の各地では､ロータリーの友 3

月号に特集が組まれていたように､衛生的な水を確保するために浄水器や

給水塔を設置し､また重たい水を運ぶ労力を軽減するために簡易水道を設

置するといったプロジェクトが､ロータリーの奉仕活動として行われています。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

   ○ 出雲ＲＣ  4/3（火） 花見例会（夜の例会） ﾆｭｰｳｪﾙｼﾃｨｰ出雲 

            6/26（火） 最終例会（夜の例会） 

       ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

   ○ 大社ＲＣ  4/4（水） 18：30～ 花見例会  観光センターいずも 

       ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

   ○ 松江南ＲＣ 4/2（月）  花見例会   

       ビジター受付 12：00～12：30 松江エクセルホテル東急 

   ○ 松江東ＲＣ 6/21（木） 夜間例会  

       ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

   ○ 松江しんじ湖ＲＣ 4/10（火）  観桜会（夜間例会）  

       ビジター受付 12：00～12：30 すいてんかく 

２．休  会 

   ○ 松江南ＲＣ 4/23（月）  定款による   

       ビジター受付 12：00～12：30 松江エクセルホテル東急 

   ○ 松江東ＲＣ 3/22（木） 4/26（木） 6/28（木）    

       ビジター受付  な し   

   ○ 松江しんじ湖ＲＣ 5/1（火） 定款による 

       ビジター受付 12：00～12：30 すいてんかく 

■■■ 委員会報告 ■■■   

国際奉仕（・米山記念奨学）委員会 ： 米山奨学生学友会会報紹介 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （ダシャさん本日のスピーチよろしくお願いします。あっという間の 2 年

間でした。今後の御活躍を期待しています。 

恒松会員､2 年間のカウンセラーありがとうございました。） 

曽田 （ダシャ様２年間の短い時でしたが、色々なお話を聞かせて頂きあり

がとうございました。帯広への赴任、不安と希望があると思いますが

頑張ってください。） 

小汀 （ダシャさんの今後のご活躍をお祈りいたします。本日は都合により中

座いたします。） 

恒松 （今日ダシャさんの来訪最後です。皆様に大変お世話になりありがとう

ございました。カウンセラーとしてお礼申し上げます。） 

飯塚大（ダシャ様、奥様ようこそいらっしゃいました。お話楽しみにしていま

す。） 

清原 （ダシャさん２年間ありがとうございました。） 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「日本留学の思い出」 

      米山記念奨学生 ダシャ 様  

1. 大学時代－新彊ウイグ

ル医科大学（新彊・ウルム

チ市） 

《大学と大学時代の写真》 

2. 日本語学校－北海道札幌（2011 年から） 

日本語の文法、日本の文化、空手などを教わりました。 同級生たちです。 

札幌では、一人暮らし

をして、札幌大通り公

園、狸小路が近くにあ

りました。 

 

 

 

 

 

 

3. 博士課程－島根大学医学部皮膚科（2013 年～現在に至る） 

 

恩師 森田先生のご

還暦祝賀会 

 

 

 

 

 

 

 

4. 学会発表 

第113 回日本皮膚科学会総会 

第 41 回日本研究皮膚科学学

術大会・総会（仙台市） 

第 33 回和漢医薬学会学術大

会（会場：星薬科大学） 

2017 国際実用皮膚科学会 

第61 回日本医真菌学会総会・

学術集会 

帝京大学真菌研究センター 西山弥生教授との記念写真 

2017 年 「小川直秀アワード」授賞、島根JDM 皮膚科研修会表彰 

など多数学会等に参加しました。 

◎研究業績◎ 

原著学術論文発表：4 本 、日本国内学会発表：9 回  

国際学会発表：6 回 、授賞：6 回 

 

5. 国際ロータリー米山記念奨学会 

2016 年から ロータリー米山記念奨学生となり、平田クラブの皆さんには

大変お世話にな

りました。 

河原先生、恒松

先生及び恒松先

生のご家族との

食事会など思い

出がたくさんでき

ました。 

 

卒業後の進路は、原虫病研究センター 生体防御学分野 特任研究員と

なります。最後に「運は一瞬、縁は一生」と感じて今後の人生を歩みます。2

年間大変お世

話となり、誠に

ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員・入会５年未満会員合同セミナー 

3 月9 日新入会員・入会5 年未満合同セミナーが開催されました。ロータリ

ー情報・雑誌委員会の大島卓爾委員長から､ロータリーに関するお話しを拝

聴した後､別室で懇親を深めました。実り多いセミナーになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


