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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 

12 月 6 日 割烹温泉 ゆらり 18：30～ 忘年例会 

12 月13 日 
島根県立美術館  

学芸課長 椋木 賢治 様 

開館20 周年記念展 

｢北斎｣について 

12 月20 日 
島根県立平田高等学校 

校長 坂根 昌宏 様 
 

 

■■■ 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 (4)  82.93 % ―  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

河原／飯塚俊／石原俊／板垣／園山／恒松／山口 

（山根／牧野／遠藤／岩浅） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 吾郷・井上・松本・三島・山本・福田・小玉・竹内(出雲南)   

中田・堀江・溝本・江角・景山(松江しんじ湖)  後藤(松江) 

■■■ メークアップ ■■■  

 12/5 土江(大社) 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（12 月 13 日） 松浦剛司／高砂明弘 

（12 月 20 日） 大島淳司／田中浩史／恒松克己 

■■■ 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 12/10  12/17  

12/31(－) 
松江南  12/17  12/31 

火 出雲   松江しんじ湖  12/11  12/25 

水 大社  12/12  12/26(－)  松江  12/19  12/26 

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  12/20  12/27(－) 

金 出雲南  12/21  12/28(－)     

■■■ 会長挨拶 ■■■  

今日は、平田ロータリークラブの忘年例会です。沢山の会員の皆様方そ

して沢山の奥様方をお迎えすることができ、とても嬉しく思っています。後ほど

大いに楽しみましょう。 

 さて今日は、とても「粋な計らい」だと感じたことをお話ししたいと思います。

「さとがた保育園（板木正久園長：出雲市里方町）」へ行った折「ばたでん

NEWS：H30/8/7 号」を見かけました。そこには次のように書かれていました。 

【花火電車運行いたしました】 

 去る7月28日(土)、出雲市にあるさとがた保育園夏まつりの打ち上げ花火

を鑑賞する『花火電車』を特別運行いたしました。川跡駅と高浜駅の間に園

舎がある「さとがた保育園」様は、平素より一畑電車を保育活動にご利用い

ただいておりますが、夏まつりで打ち上げる花火を電車ご乗客のお客様と一

緒に楽しみたいと呼びかけてくださり、初めての花火電車が実現いたしまし

た。 

 打ち上げ 5 分ほど前には園舎近くの営業線上に電車を臨時停車させ、車

内照明を消灯し、点火を待ちました。汽笛を合図に花火が暗闇に打ち上げ

られると、園庭と電車の中から大きな歓声が上あがりました。 

 お客様には、電車の中から花火を見るという新鮮さ、間近に上がる花火の

迫力をお楽しみいただけたと思います。ご乗車いただきました皆様有難うござ

いました。(欄外)関係する踏切に係員を配置し、安全を確保した上で当局

の許可を得て実施いたしました。 

 と書かれ、写真入りの A4 タブロイド判でした。 

 子どもさん達も、本物の電車がそこに止まり、一緒に花火が楽しめたことは

大人になっても忘れることがないでしょう。花火電車の提案をした板木園長

に一畑電車の皆様が本気で取り組まれ、それを実現されたことにとても感動

しました。 

 また、園長は別の写真も見せてくれました。それは、園の隣で行われている

電車線をまたぐ高架橋の橋脚工事の橋桁に、卒園の時には「卒園おめでと

う」入園の時には「入園おめでとう」とヘルメットをかぶった工事のおじさんの似

顔絵とともに横断幕が掲げられているものでした。工事が始まったときに防音

壁が作られたそうです。園長は、「その防音壁は撤去してください。やかましく

てもいいです。自分は、長い時間をかけて、ものが出来上がるところを子ども

達に見せてやりたい。おじさん達が一生懸命仕事をしてるところを間近に見

せてやることも大事なことだと思うから」。子ども達は、保育の途中で仕事をし

ているおじさん達に手を振るそうです。おじさん達も、笑顔で手を振ってくれる

そうです。 

 そうこうしているうちに、クリスマスが近づいてきました。昨年は、頼んだわけ

でもないのに、作業服のおじさん達がサンタさんの格好で園を訪れ、子ども

達にプレゼントを渡してくれたそうです。「子ども達から元気をもらった」、その

お礼だとか。 

 この話を聞いたとき、とても温かいものを感じました。地域とロータリーとの関

係もこのようなものでありたいと思った次第です。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．神田慎一様の入会に対し昨日までに意義の申し立てがございませんで

したので入会が決定致しました。なおこの後入会式を行います 

■■■ 入会式 ■■■   

 

神田 慎一 会員 （Ｓ48．2．18 生） 

 

新古美術 神田石雲堂  副店主 

職業分類 ： 美術商 

推薦者 ： 石原俊太郎 ・ 大島淳司  

所属委員会 ： 出席親睦委員会 

 

 

 

 

在籍１０年 表彰 

釜屋治男 会員 

 

 

 

 

 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

忘 年 例 会       於）割烹温泉 ゆらり 

 

 

神田慎一会員ご夫妻 

 

 

原 伸雄会員ご夫妻 

 

 

歳末たすけあい 高齢者福祉募金 

 

 

 

 
賑やかに開演しました 

 
きんにゃもにゃです 

 
手に手を 

 
持田副会長による締め！ 


