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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 4 日 
出雲地区森林組合 組合長 

  会員 高砂 明弘 
「森林組合の現状と課題」

10 月11 日 休 会  

10 月18 日 
柿壺㈱ 

代表取締役 小松 正嗣 様 
平田の柿について 

10 月25 日 
仏料理 ラルカンシェル 

  大橋 昌典 様 

「出雲地域の食文化の審

査委員として」 

■■■ 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

45 34 11 (5)  85.00 % ― % 

■■■ 欠席者 ■■■  

 飯塚詔／松浦／三好／園山／田中浩／曽田  

 （山根／牧野／遠藤／岩浅／大谷厚） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 な し 

■■■ メークアップ ■■■   

 な し 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（10 月 18 日） 大島卓爾／伊藤義徳／釜屋治男 

（10 月 25 日） 杉原朋之／加藤 昇／黒田昌弘 

■■■ 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  10/15  10/22(－)  

11/26(－)  12/10  12/31(－) 
松江南  10/29  11/19   

火 出雲   
松江しんじ湖  10/9  

10/30  11/20  

水 
大社  10/10(－)  10/17  10/24  

10/31(－)  11/14(－) 
松江  10/31   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  10/18  11/22 

金 出雲南  10/26(－)  11/2  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

みなさんこんにちは。予定されていた出雲中央ロータリークラブ主催「第 6

回全国ロータリークラブ親睦卓球大会」は、大風 24 号の接近に伴い全てが

中止となりました。選手の皆様には、練習等で時間を作ってその日に備えて

いただきましたが、残念な結果となりました。 

 10月7日には青少年奉仕委員会主催の「親子ふれあいミニイベント in木

綿街道」が開催されます。子ども達が、木綿街道を走り抜けます。会員の皆

様のご協力をお願い致します。また、21 日には、「国際ロータリー第2690 地

区2018-19 年度地区大会」が岡山で開催されます。平田からは 13 名の皆

様とともに参加の予定です。 

 今月は「経済と地域社会の発展月間」であり「米山月間」でもあります。

「経済と地域社会の発展月間」については、友誌にあります。 

 さて、今日は先月 9 月 8~9 日、岩国からの帰りに立ち寄った「ウッドワン美

術館」のお話です。場所は、広島県廿日市市吉和あり、中国道吉和 IC か

ら約2Kmの所です。おめあては、岸田劉生「毛糸肩掛けせる麗子肖像」、フ

ァンゴッホ「農婦」、ルノワール「婦人習作」・「花かごを持つ女」等です。主な

収蔵品は、近代日本絵画（岸田劉生、横山大観、黒田清輝など）、マイセ

ン磁器（約８０点：常設）、アールヌーヴォーのガラス作品（約６０点）、中国

清代の陶磁器、幕末、明治の薩摩焼（約２０点）をゆったりとした自然の中

で鑑賞してきました。近代日本絵画は、展示替えを行いながら順次展覧し

ています。中国陶磁器を除く他のジャンルは常設展で観ることができます。

美術館脇には宿泊施設があり、泊まりました。温泉があり、水着で入れるク

アハウスもありますし、冬はスキーが楽しめます。 

 女子会の小グループの旅行などにはいいかなと思いました。ちょっと立ち寄

るには立地がわるいですが、時間がとれたら案外いいかも、と思ってご紹介し

た次第です。 

 本日もよろしくお願い致します。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．地区ガバナーエレクト古瀬俱之様より 

  佐々木哲也会員にガバナー補佐委嘱状が届き、承諾書に署名頂きま

した。 

２．例会変更 

   ○出雲中央RC   12/10（月）   

地区ガバナーエレクト国際協議会出席壮行会 

      ビジター受付 11：30 ～ 12：30 事務局 

３．休   会 

   ○出雲中央RC   11/26（月）・12/31（月）  定款による 

      ビジター受付  な し 

   ○大社RC   11/14（水）    定款による 

      ビジター受付  な し 

４．５クラブ会長・幹事会開催について 

   10/11（木）出雲南ＲＣホストにより 「海山」において開催 

   当クラブ 小汀会長、來間幹事 出席 

クラブ細則第5 条第1 節により 11/8（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。 

■■■ 委員会報告 ■■■    

出席親睦委員会 ： 10 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念 祝い 

情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友10 月号の紹介 

国際奉仕委員会 ： 2018-19 年度版ロータリー米山記念奨学事業 

            豆辞典の配布 

 

 



■■■ スマイル ■■■  

小汀 （本日は高砂会員のスピーチです。お話楽しみにしています。） 

田中久（日本古代史研究家高砂会員のスピーチ、心待ちにしていました。） 

佐々木 （ノーベル医学生理学賞に、今年も日本人が選ばれました。大変

喜ばしいことです。 高砂会員のスピーチ楽しみです。) 

持田稔 （高砂組合長、本日はスピーチよろしくお願いします。  

先日、Google翻訳ソフトを使う事があり、あまりにも正確なのにびっく

りしました。そして無料で！） 

久家 （本日高砂森林組合長様のご講演楽しみにしております。よろしくお

願い致します。) 

伊藤 （開業４０周年になりましたのでスマイルいたします。） 

山口 （妻に申し訳ありませんでした！(誕生日忘れ) という事でスマイルいた

します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「森林組合の現状と課題」 

出雲地区森林組合 組合長 高砂明弘会員 

 

出雲地区森林組合は島根県出雲

平野の西部にあって、北は日本海か

ら南は中国山地にいたる地域を営業

地盤としています。 平成１０年１０月

に出雲市、平田市、佐田町、多伎町、

湖陵町、大社町の６組合が合併し、

斐川町を含めた２市５町を基盤とした

「出雲地区森林組合」として誕生しま

した。 

 

森林（もり）づくり事業… 植栽、下刈、除伐、枝打、間伐 

地域環境整備事業 … 地域の環境整備 

地籍調査事業    … GPS を使って山林の一筆地調査 

木造加工事業    … 丸棒製造・薬液加圧注入・木材乾燥 

・モルダー加工等 

チップ事業       … 出雲市上島町の斐伊川土手のチップ工場で 

ウッドチップ等を生産 

購買事業       … 林地用除草剤の紹介  

ふれあい事業     … 全国植樹祭等 

 

  ２０１８年度の税制改革で森林環境税が創設されることとなり、２０２４

年度から住民税に１，０００円が上乗せされることとなりました。 この森林環

境税は県によってはすでに独自に導入されているのですが、２０２４年度から

は県にかかわらず 1 人当たり年１，０００円を徴収すると言われています。 


