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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 

6 月 13 日 
出雲総合医療センター 内科副部長 

内視鏡センター長  結城 美佳 様 

病気の早期発見の 

大切さ 

6 月 20 日 会長 小汀泰之 
一年を振り返って 

18：30～ 

6 月 27 日 休 会  

7 月 4 日 次年度会長 持田稔樹 
新年度会長方針 

18：30～ 

■■■ 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 30 13 (5) 78.95%    89.47 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原孝／飯塚大／飯塚俊／石原俊／大島淳／大谷良／松浦／園山

（山根／牧野／遠藤／河原／田中久） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 ガバナー補佐 土井豆勝磨・グループ幹事 田中 充（出雲南） 

■■■ メークアップ ■■■  な  し        
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（ 6 月 20 日） 杉原朋之／飯塚詔夫／飯塚俊之 

（ 7 月 4 日） 土江光次／石原輝男／板垣文江 

■■■ 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  6/17  6/24(－)  8/26 松江南  6/17  6/24 

火 出雲  6/25 
松江しんじ湖 6/18  6/25  

7/16  8/13  8/27 

水 
大社  6/19  6/26(－)  7/3  7/24  

8/7  8/21  7/17・8/14(－) 
松江 6/19  6/26   

木 (－) ； ビジター受付 なし
松江東 6/20  6/27(－)  

8/15(－)  8/29 

金 出雲南  6/28     

■■■ 会長挨拶 ■■■    

皆さんこんにちは。本日のお客様は、RI 第2690 地区第4 グループガバナ

ー補佐土井豆勝磨様、同グループ幹事田中充様です。後ほど、ご挨拶頂

きます。また、今日は出雲市立総合医療センター結城美佳先生にスピーチ

をして頂くことになっています。 

 さて、皆様は「アンドレ･マルロー」という方をご存じでしょうか？フランスの作

家であり、ドゴール大統領の時に文化相を務めた方です。この方が、伊勢神

宮を訪れたときのお話をしたいと思います。1974 年 5 月マルローは、伊勢神

宮へ参拝しました。そこで彼は、自身の芸術探索を通して追求してきた根源

的なものに触れています。「忘れられた建築家が、この社を創案したのだった。

日本人が絶えることなくそれを壊しては立て直す。それ故にこそ、永遠なれ

と」。また、巨大な杉の木立の中にある内宮では、「忘れられた庭師が、これ

らの木々を植えたのだった。幾百年後にも大地からの未知の祝詞が人々の

耳に届くようにと」こぼれ日の中に感じています。「西洋の建築家は、その聖

堂が久遠の石のごとくあれと夢み、伊勢の大工達はその柱がこの上なく壮麗

な宴のごとくあれと念じた。そしてそれは、大聖堂よりピラミッドより力強く、永

遠を語るのだ」。さらに、「伊勢神宮は過去を持たない。20 年ごとに建て直す

ゆえに。かつまた、それは現在でもない。いやしくも千五百年このかた前身を

摸し続けてきたゆえに」と話します。 

 そして彼は「日本の何に永遠を見たのか」と問われ、伊勢神宮、熊野路、

那智の滝をあげました。千五百年の伝統を守り、破壊と再生を続ける伊勢

神宮は、「日本人にとって二十年ごとに永遠性を再発見する」方法だったと。 

 私も pets という研修を受けました。毎年毎年、各クラブの会長エレクトは、

その研修を受け、そのコンセプトとテーマをもって各クラブへ帰ります。そして、

活動していきます。繰り返し繰り返し、それが受け継がれていく限り、組織は

活きていきます。この 1 年を振り返ったとき、マルローの言葉が思い浮かんで

きた次第です。 

本日もよろしくお願い致します。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

1．例会変更 

  ○大社ＲＣ    7/3（水） 初例会  18：30～   

                     会場：アンジェグレースガーデン 

            7/24（水） 早朝例会（稲佐の浜清掃奉仕） 6：30～ 

            8/7（水）  早朝例会（ラジオ体操）  6：30～ 

            8/21（水） 家族会  18：30～  会場：木村荘 

      ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

  ○出雲中央ＲＣ    8/26（月） 月見例会   

      ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

  ○松江しんじ湖ＲＣ  8/27（火）→ 8/26（月）  

                  松江4 クラブ合同例会（夜間） 

      ビジター受付  12：00 ～ 12：30  すいてんかく 

  ○松江東ＲＣ  8/29（木）→ 8/26（月）松江4 クラブ合同例会（夜間） 

      ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

２．休  会 

  ○大社ＲＣ      7/17・8/14（水）  定款第8 条による 

      ビジター受付   な  し 

  ○出雲中央ＲＣ   7/29（月）      定款による 

      ビジター受付   な  し 

  ○松江しんじ湖ＲＣ  7/16・8/13（火）  定款による 

      ビジター受付  12：00 ～ 12：30  すいてんかく 

  ○松江東ＲＣ     8/15（木）  定款による 

      ビジター受付   な  し 

３．原 義昭 様（2004-05 年度ガバナー 故 原久義 様（出雲ＲＣ名誉会 

員） ご長男）よりクラブへご挨拶がありました。 

■■■ スマイル ■■■  

土井豆ガバナー補佐・田中グループ幹事 

（本年１年、皆様のご協力によりお支えにより大役を努めさせていただき

ました。心より感謝申し上げます。） 

小汀 （国際ロータリー第 2690 地区第 4 グループ ガバナー補佐土井豆勝

磨様、グループ幹事田中 充様、本日はようこそお出かけ下さいまし

た。またこの１年、大変お世話になりありがとうございました。 

出雲総合医療センター 結城先生本日は大変お忙しい中、お出か

け頂き誠にありがとうございました。お話楽しみにしています。） 

來間 （土井豆Ｇ補佐さん、田中グループ幹事さん、今日はようこそ平田Ｒ

Ｃへ。 １年間お疲れさまです。） 

 



佐々木 （土井豆様、田中様、お疲れ様でした。次年度ご支援をよろしくお

願いいたします。  医療センター 結城先生、いつも大変お世話に

なっております。また今日はお忙しい中ありがとうございます。） 

槇野 （土井豆ガバナー補佐、田中グループ幹事様のご来訪を歓迎して。 

１年間お世話になりました。） 

高砂 （土井豆Ｇ補佐様、田中グループ幹事様ようこそお出で下さいました。

１年間ありがとうございました。） 

持田稔 （結城先生、先程は胃カメラの検診ありがとうございました。  

今日はスピーチよろしくお願いします。） 

久家 （結城先生、お忙しい中お出かけいただきありがとうございました。 

本日はよろしくお願いいたします。） 

福田 （５月２５日福島県の郡山市で開催された全日本ロータリークラブ親

睦合唱際に平田ＲＣも参加しましたので、その様子を今日午後６時

から、わがとこテレビで放映されますのでお知らせします。） 

 

お 礼 

 原 義昭様 （この度 父 久義の葬儀に際しまして貴クラブ様より仏前に

は御香資を賜り厚くお礼申し上げます。 会員の皆様から長年にわ

たり父に賜りましたご厚情に感謝致しますと共に平田ロータリークラブ

様の今後益々のご発展をお祈り致します。） 

■■■ 理事会決定事項 ■■■   

１．地区大会エクスカーション委員会・副委員長に土江光二会員を正式に

決定。当クラブ内においてもエクスカーション特別委員会を作り、対応し

ます。 

■■■ 次年度理事会決定事項 ■■■   

１．未来ビジョン委員会について 

既存５名に大島卓爾会員、槇野良文会員に委員として加入して頂き

ました。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友６月号の紹介 

出席親睦委員会 ： 伴侶誕生・結婚記念 祝い 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

出雲総合医療センター 内科副部長  結城 美佳 様 

病気の早期発見の大切さ 

 

日々の忙しさのあまり、身体を酷使して、知らず知らずのうちに、

病気になり始めているかもしれません。 

 

あなたの健康管理と生活習慣病の予防のためにも、身体の休

養を兼ねて、年１回は当センターの人間ドックをご利用ください。 

 

 

 

ＰＥＴ－ＣＴがんドック 

脳ドック 

すい臓がんドック 

人間ドック 

お問い合わせ・お申し込みは 

出雲市総合医療センターにお願いいたします。 

 

 


