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原寸大のザトウクジラを描こう原寸大のザトウクジラを描こう

（平成25年11月19日 松江ろう学校）（平成25年11月19日 松江ろう学校）



未来を信じ 行動で  We Serve‼

環境フェスティバルに参加して
○実施日／平成25年11月17日（日）　○場所／くにびきメッセ

去る11月17日（日）、場所はくにびきメッセにて、忌部高原で収穫した薩摩芋を焼き芋

として販売いたしました。自家菜園、無農薬栽培で環境問題に十分に考慮した我々のライ

オンズ芋、今年は昨年好評だった安納芋の比率を紅あずまより多くして参加したフェス

ティバルで、収益アクティビティとしても期待して臨みました。

昨年参加しただけのことはあり、参加メンバーの段取りもよく、効率よく販売もするこ

とができました。しかし安納芋は品種的に芋のサイズが小さいこともあり複数個での販売

となり、食数的には少なくなりましたが、味としては甘みも十分で大変好評でしたので閉

会時間の 1時間前には完売をすることができました。売り上げの方も 3万 6千円となり収

益性も確保でき無事に終えることができました。

最後にこのアクティビティで環境・社会奉仕委員会は終えることと成りますが、参加し

ていただいたメンバーの皆様、そして芋の栽培から、収穫まで携わっていただいたメンバー

の協力を無くしてはこの一連のアクティビティは完遂することはできませんでした。この

場をお借りして感謝を申し上げます。ありがとうございました。

環
境
・
社
会
奉
仕
委
員
長

L.
高
橋
直
輝
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光と愛を

原寸大のザトウクジラを描こう
○実施日／平成25年11月19日（火）・20日（水）　○場所／松江ろう学校

視
聴
覚
・
保
健
委
員
長

L.
山
本
勝
己

絵本作家の村上康成先生をお迎えして、島根県立ろう学校の児童・生徒たちと原寸大の

ザトウクジラを描くアクティビティ。最初は先生の絵本『くじらのバース』の読み聞かせ。

子供たちに「くじらの傷をどう思う？」と問いかける先生。「かわいそう」と答える児童に「そ

うだね。でも、僕はカッコいいと思うんだ。皆でカッコいいバースを描こう」と筆を手に

した先生が、並べられた黒い紙の上に無造作にアウトラインを画いてゆくと、たちまち大

きなクジラが姿を現した。「みんな、眼を閉じて。バースの傷についてよく考えてから描

き始めよう」「上手に描こうなんて思わなくていいよ。上手く描こうと思った瞬間に絵は

下手になる」先生の言葉に、思い思いの絵具を使って全員が自由に筆を走らせる。服が汚

れるのもお構いなし。楽しそうな子供たちの笑顔が弾けていた。描くことおよそ30分。皆

で協力して、バラバラのパーツを貼り合せていくと、最初は真っ黒だったバースが見違え

るほどカラフルに大変身。「上から見たほうがカッコいい！ みんな、台の上に上がってご

らん‼」村上先生の言葉に皆が演台上から見下ろすと一斉に歓声が上がった。まるで船の

上からホエールウォッチングを楽んでいるかのよう。ろう学校の体育館、ブルーシートの

海の上で、全身に素敵な傷を描かれたカッコいいバースが悠々と泳いでいた。

【事前準備】　11月19日（火）16：30～18：30
L.森山、L.佐々木、L.河原、L.和田、L.中村、L.中尾、L.三代、L.三原、L.富田、L.山本 
 以上　合計10名（順不同）
【本　　番】　11月20日（水） 9：00～13：00
L.後藤、L.永原、L.佐藤、L.竹田（宏）、L.安達（盛）、L.伊瀨、L.野口、L.門脇、L.二宮、
L.高橋（直）、L.鷦鷯、L.西尾、L.寺﨑、L.佐々木、L.森山、L.木村、L.塔村、L.岸本、L.河原、
L.和田、L.中村、L.富田、L.山本 以上　合計23名（順不同）

参加者（順不同）
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

「世界エイズデー街頭キャンペーン」実施報告
○実施日／平成25年11月29日（金）　○場所／JR松江駅

視
聴
覚
・
保
健
副
委
員
長

L.
富
田
秀
則

11月29日（金）、午前 7時30分からJR松江駅にて「世界エイズデー街頭キャンペーン」が

行われました。

当クラブからは、後藤会長、佐藤会計、二宮計画・PR副委員長、富田の 4名が参加、

松江湖城LC・松江葵LCから各 5名前後の参加でした。

各クラブそれぞれ 3か所の出入り口に別れキャンペーングッズを配付、世界エイズデー

告知活動をおこないました。

今回は、キャンペーングッズが「しまねっこ」のメモ帳ということもあり、寒い朝にも

かかわらず、順調に配付でき約30分ですべて配り終えることができました。

テレビ、新聞等で、輸血によるHIVの感染が報道され、この「世界エイズデー街頭キャ

ンペーン」活動の重要性をあらためて認識いたしました。
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光と愛を

第35回1R2Z ゾーンミーティングに参加して
○開催日／平成25年11月9日（土） ○場所／ボウリング大会：しんじ湖ボウル 懇親会：ホテルしんじ湖 

環
境
・
社
会
奉
仕
委
員
会

L.
加
山
恵
司

10月に入会させて頂き、今回初めてゾーンミーティングに参加しましたことについてご

報告させて頂きます。

7クラブから63名の参加とその大会の規模の大きさに驚きを覚え、和気あいあいの中に

も熱気と真剣さにいささか緊張のスタートとなりました。チームメイトの中には初めて顔

を合わす方もいましたが、皆様が快く接してくださり、隣のレーンの方もお声を掛けてく

ださったりで気持ちが楽になり、いつも以上のスコアを出すことが出来ました。

その後ホテル宍道湖に移動しての懇親会でしたが、こちらも華やかで豪華な場であった

ことをお伝えしておきます。宴もたけなわとなった所でお待ちかねの表彰式となりましが、

運良く個人 2位、チームも 2位の賞を頂くことが出来ました。こちらに来て「運は一瞬、

縁は一生」との言葉をよく目にしますが、本当にこの受賞はチームメイトのL.藤井、L.二宮、

L.池尻とのご縁、松江LCに入会して皆様とお会いできたご縁、ゾーンの方々とのご縁を

大切に、もっとこのご縁を広げていきたいと改めて感じました。

最後になりましたが、この様な素晴らしい会を取り仕切って頂いた松江湖城LCの皆様

に感謝致します。この度は本当に楽しいひと時をありがとうございました。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

「松江LCの将来を担う方々に」研修会
○開催日／平成25年11月12日（火）　○場所／ビーナスガーデン アクイール

環
境
・
社
会
奉
仕
副
委
員
長

L.
竹
田　

彰

11月12日（火）午後 5時からビーナスガーデン・アクイールにて、入会 5年以内の会員

研修会が開催されました。足立守情報・指導力委員長の司会と 3名の講師により、12名の

参加者が研修会を受講しました。野口泰男キャビネット会計の「ライオニズム企業運営」、

大野キャビネット幹事の「キャビネット幹事を経験して」、藤原茂紀キャビネット大会委

員長の「LCの学びを仕事に活かす」の貴重なお話を拝聴させていただきました。12名にとっ

て、LCライフと企業運営について講師の皆様の、情熱と努力と奉仕の精神を学ばせて頂

けた貴重な時間を過ごさせていただきました。

個人的には、LCの組織、特に日本における地区割と、336複合地区の 4つの地区があり、

D地区に 7リジョン17ゾーン99クラブの存在と島根県における 1リジョン 2ゾーン14クラ

ブと、我が松江LCの全国28番目の発足であったり、スポンサークラブとしての立ち位置が、

改めて良く理解できました。

研修会の後、懇親会もあり先輩方から暖かいご指導と、励ましの言葉を頂戴いたしまし

た。感謝です。この度の研修会と懇親会を通じて、歴史と伝統ある松江LCの諸先輩方の

ご苦労とご努力に敬意を表するとともに、今後のLCライフを有意義なものにし、かつ我々

が今後の松江LCを支え、発展させてゆくべく活動していく所存です。

今回の、研修会を開催して頂いた情報・指導力委員会の皆様と講師の皆さま方に、心か

ら感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。
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光と愛を

チャーターナイト記念例会に参加して
○開催日／平成25年11月15日（金）　○場所／サンプラーむらくも

チャーターナイト記念例会が、11月15日サンプラーむらくもにて、出雲LC、大東LC、

鹿島島根LCをお迎えし開催されました。

例会におきましては、後藤会長の開会宣言で始まり、ビジター紹介、会長挨拶、野口キャ

ビネット会計によるチャーターナイト記念スピーチ「元ガバナーを偲んで」と進んで行き

ました。森山ガバナーの思い出、年次大会の興奮、そして来年 4月に松江で開催となる、

第60回地区年次大会に向けての意気込みを拝聴させていただき、自分自身も松江LCの一

員として、自分の役割をしっかり果たさなくてはいけないと、身の引き締まる思いを感じ

ました。いつもの例会とは少し違い、華やかな雰囲気が漂う中での例会はスムーズに終了

し、引き続きチャーターナイト記念パーティに移りました。

チャチャマゼルさんによるオープニング演奏後、出雲LC野村会長、大東LC木村会長、

鹿島島根LC青山会長にもそれぞれご挨拶いただき、原田RCの乾杯にて始まりました。演

奏を聴きながら、終始和やかな雰囲気の中で歓談が続き、古志野第二副会長のライオンズ

ローアで閉会いたしました。

大変有意義な時間を過ごさせていただきありがとうございました。

国
際
・
教
育
委
員
会

L.
山
﨑
秀
幸
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

本来10月のスピーチ担当であったにも関らず、個人的な都合で
延期してしまいL.實重正樹には大変ご迷惑をおかけしたことをこ
の紙面をお借りし、深くお詫びいたします。
私に取りましては、故意ではありませんが11月のスピーチに

なったことは演題とのマッチングができ、時を得たスピーチの機
会を与えていただいたと感謝しております。先に演題を決め、尚
且つ「25分程度お願いします」との依頼を簡単に引き受けたこと
により沢山勉強するチャンスを与えていただいたことにも感謝
です。
但し、話の仕方が下手で中身を伝えるができなかったことを反

省していますが、スピーチの通り、神迎え神事、神等去出神事、
12月 1 日の仮遷座祭も無事終えることが出来ました。もし、どな
たかお知り合いにひきこもりの方がいらっしゃれば「万九千神社」
にお参りすれば案外おかげがあるかも……。

会員スピーチ　

神在月と
万九千神社

国際・教育委員会　L.竹内房雄

三美会に参加して
○開催日／平成25年11月1日（金）　○場所／多国籍市場かじゃぐう

視
聴
覚
・
保
健
副
委
員
会

L.
中
村　

誠

11月 1 日（金）午後 6時より行われた三美会に参加させて頂きました。私は部員ではあ

りませんが、今回は松江LCを卒業された70歳以上の先輩方がおいでになり、為になるお

話を伺える機会とお誘いを頂き、参加させて頂きました。

当日は、日中の例会にて名誉会員就任のご挨拶を頂いた坪内孝満様をはじめ、小玉清一

先輩、大森義夫先輩、田中信一先輩という素晴らしい先輩方をゲストにお招きして開催さ

れました。

安達部長のご挨拶、大森先輩の乾杯のご発声によりスタートした今回の三美会、主役料

理は、北海道の毛がに、焼きがに、かに鍋とまさしくカニ三昧でした。カニの余りの美味

しさに、乾杯の後暫くの間、皆さん殻剥きと食べることに夢中になってしまいました。一

段落して、北海道の美味しい吟醸酒を頂きながら、先輩方とメンバーとの交流も大いに盛

り上がり、また貴重なお話をお伺いすることが出来ました。大変美味しく、有意義な時間

を過ごさせて頂きました。大変有難うございました。
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光と愛を

11月度コンペ
ゴ ル フ 部 会

優
勝
者

環
境
・
社
会
奉
仕
委
員
会

L.
鷦
鷯　

治

11月24日（日）
クラシック島根
カントリークラブ

11月24日クラシック島根カントリークラブにて11月度のコンペが
開催されました。
11月にしては気温も高く、風もなく最高のゴルフ日和に恵まれ、
10名の参加にて行われました。
L.井谷先輩とL.森山と 3人で 2組目でのスタートとなり、前半の
ハーフはなんとかL.井谷先輩についていくことが出来、まずまずの
スタートでした。
後半も出だしは良かったのですが、次第にOBは出るわ、パット
は入らないわ散々でした。
しかし、17番でまさかのバーディーに救われ、またハンディにも
恵まれ優勝することができました。
今回は上限なしのダブルぺリア方式にて行われ、横井事務局長の
せっかくの優勝のチャンスでしたのに、申し訳ありませんでした。
ということで、持ちハンディ制ではない、それも「上限なし」と
いう形で今後も行われるようですので、優勝の可能性がとても広
がっておりますのでしばらくご参加でない方々もぜひ参加していた
だき、楽しい賑やかなコンペになればと思っております。
コンペ終了後は、ゴルフ部忘年会もあり、とても楽しい一日を過
ごせました。
ご一緒いただきましたL.井谷先輩、L.森山に感謝申し上げます。
本当に、ありがとうございました。

順位 氏　　名 OUT IN GROS HC NET

1 鷦　鷯　　　治 44 50 94 18.0 76.0
2 横　井　栄　子 69 76 145 68.4 76.6
3 柏　井　一　博 56 46 102 24.0 78.0
4 永　原　秀　治 51 53 104 25.2 78.8
5 實　重　正　樹 58 53 111 31.2 79.8
6 高　橋　直　輝 52 52 104 24.0 80.0
7 井　谷　耕　造 43 48 91 10.8 80.2
8 三　原　良　樹 54 49 103 19.2 83.8
9 瀬　﨑　　　剛 69 69 138 51.6 86.4
10 森　山　正　雄 58 70 128 40.8 87.2
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

11月もたくさんの行事がありました。

11/ 6  牛尾青少年健全育成委員長来局、ライオンズクエスト打合せ
11/ 7 ～ 9   東洋東南アジアフォーラム　於・シンガポール

坂根ガバナー夫妻参加
11/ 9  1 R 2 Zゾーンミーティング
11/10 徳山東LC50周年式典
11/11 スタッフ会
11/12 松江LC新会員研修会に於いて、キャビネットの説明
11/14 ボーイスカウト日本連盟常務理事　佐野友保氏来局
11/16・17 第 2回キャビネット会議　於・下関
11/19 第60回地区年次大会スタッフ顔合わせ会
11/22 国際会長公式訪問　於・広島
11/23 YCEオリエンテーション　於・浜田
11/25 国際平和ポスター審査会　於・キャビネット事務局
11/28 松江LC歴代会長会に於いて、家族会員によるメンバー倍増計画の説明
11/30 1 R 2 Z第 2回カバナー諮問委員会　於・大東

これからは年次大会の準備が本格化してきます。松江 3 LCメンバー総動員になる

ことでしょう。宜しくお願いします。

11/30をもってキャビネット事務局員の目黒知恵さんが出産のため退職、交代とし

て12/ 1 より古藤比左恵さんが勤務します。宜しくお願いします。近くに来られまし

たら、事務局をのぞいて激励してやって下さい。きっと励みになることでしょう。

キャビネット幹事
L.大野美雄

キャビネット近況

キャビネットだより
CABINET NEWS
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光と愛を

ド ネ ー シ ョ ン 便 り
第1379回例会 11月第 1例会（出席率75.34％）

L.坪内孝満 今度、松江LCの名誉会員に
ご推挙いただきふつつか者ではございます
が就任いたすことになりましたので会員の皆
様にはどうか旧に倍しましてのご指導、ご交
誼のほどよろしくお願い申し上げます。
L.森田義明 誕生祝ありがとうございました。
L.竹内房雄 誕生祝ありがとうございました。
L.瀬﨑　剛 誕生祝ありがとうございます。
L.松浦祐一 誕生祝ありがとうございました。
L.藤原茂紀 11月1日はフジキの創業記念日
で、本日より40周年に入ります。40年なので
4,000円のドネーション。100周年の時には
100万円予定していますのご期待下さい。
40年もよくもった…というのが正直な実感で
すが、企業の一番の使命は雇用を増やすこ
とと考えて命尽きるまで頑張ってまいりますの
でご支援の程よろしくお願いします。
L.後藤　勇 坪内様、本日はご多忙の中よう
こそおいで下さいました。今後ともご指導を
いただきますよう、お願いいたします。竹内
様スピーチありがとうございました。山本様
ご結婚おめでとうございます。いく久しく幸で
ありますよう祈念いたします。
L.古志野功 坪内孝満様、当クラブの名誉
会員として引き続き御指導賜りますようお願
いいたします。山本さん、寺﨑さん、御結
婚おめでとうございます。どうか末永くお幸
せに……。竹内さん、格式高いスピーチ、
ありがとうございました。
L.山本勝己 例会前の貴重な時間を使わせ
て頂きありがとうございました。無事結婚できま
したらあらためてドネーションさせていただきます。
L.赤名健司 竹内さん、すばらしいスピーチ
ありがとうございました。
L.井谷耕造 山本様、寺﨑様、御結婚おめ
でとうございました。
L.太田裕子 山本様、寺﨑様、ご結婚おめ
でとうございます。是非、お祝いパーティ参
加させて下さい。独身男性の入会、竹内さ
んと共に楽しみにしています（失礼しました、
もしかしたら竹内さんにはどなたかいらっしゃ
るかも……）。あす、あさって当社でイベント
を行います。来て頂けると喜びます。
L.竹田　彰 坪内孝満様、名誉会員就任お
めでとうございます。今後ともご指導よろしく
お願いします。山本さん、誠におめでとうご
ざいます。竹内さんの会員スピーチに感謝。
L.田中信行 坪内孝満様の名誉会員、誠に
おめでとうございます。今後ともご指導頂け
ますことに感謝致しまして。竹内房雄様の会
員スピーチ、興味深い話有難うございました。
L.永原秀治 坪内孝満様、名誉会員をお受
け頂きまして誠にありがとうございました。今
後ともご指導の程よろしくお願い致します。
山本様、寺﨑様、ご結婚おめでとうござい
ます。末永いご多幸を祈念致します。竹内
様、貴重なスピーチをありがとうございました。
L.中村　誠 坪内孝満様、初代名誉会員を
お引き受けいただきありがとうございました。今
後ともご指導のほどお願い申し上げます。山本

委員長、寺﨑様、御結婚おめでとうございます。
L.錦織　澄 坪内先生、本日は例会にご出
席いただきありがとうございました。これから
もご指導をよろしくお願いいたします。山本
様、寺﨑様、ご結婚おめでとうございます。
L.野口泰男 坪内さんの名誉会員誕生おめ
でとうございます。山本、寺﨑、両ライオン
のハッピー話、めでたしめでたし。竹内さん
の神々の御話、神の御加護を皆様に。
L.野坂正史 山本さんおめでとう‼ いろいろ
がんばってください。
L.三原良樹 竹内さんのスピーチ、大変ため
になりました。山本さん、本当におめでとうご
ざいます。
L.森山正雄 坪内孝満様には名誉会員をお
受けいただき、ありがとうございます。今後共、
ご指導よろしくお願い申し上げます。L.竹内
房雄の会員スピーチに感謝して。L.山本、
L.寺﨑のご結婚おめでとうございます。
L.安達　亨 竹内様のスピーチに感謝！ また、
11月お誕生日の皆様おめでとうございます。
L.有田　律 山本さん、寺﨑さん、すてきな
カップル誕生を心より祝福いたします。
L.池尻　悟 山本さん、寺﨑さん、ご結婚お
めでとうございます。末永くおしあわせに‼ 
L.石田博義 本日欠席ですが、山本さん、
寺﨑さん、おめでとうございます。ぼくも、
幸せが欲しいです。
L.柏井一博 竹内様、大変勉強になるお話
をありがとうございました。
L.門脇　泰 名誉会員坪内孝満様、今後と
も宜しくお願い致します。竹内房雄様、会
員スピーチありがとうございました。山本様、
寺﨑様、おめでとうございます。
L.加山恵司 竹内房雄様、貴重なスピーチ
ありがとうございました。勉強になりました。
L.小林　悟 山本さん、おめでとうございま
す。ミポリンを幸せにしてあげて下さい。竹
内様の会員スピーチに感謝。
L.近藤晶美 山本さん、寺﨑さん、おめでと
うございます。あるメンバーに「私も何とかな
らんだーか？」と言いましたら、即「無理」と
……ごもっとも!
L.鷦鷯　治 竹内房雄様、興味深いお話あ
りがとうございました。山本様、寺﨑様、ご
結婚おめでとうございます。
L.佐々木幸美　坪内孝満様、昨年度より粛々
と進めておりました初めての名誉会員、快く
お受け頂き感謝致します。今後共ご指導の
程、お願い申し上げます。竹内房雄様、スピー
チありがとうございました。
L.佐藤　茂 山本様、寺﨑様、ご結婚おめ
でとうございます。坪内名誉会員様、今後と
もご指導宜しくお願い致します。竹内様ゲス
トスピーチありがとうございます。
L.實重正樹 L.竹内、会員スピーチありがと
うございました。長野県にも神在月があるの
ですね。たくさん勉強になりました。
L.高橋顕一 会員スピーチの竹内様に感謝
して。
L.高橋直輝 竹内様、興味深いお話を楽し
く聞かせて頂き、ありがとうございました。11

月誕生日の方々おめでとうございました。
L.竹内祐子 山本様、寺﨑様、ご結婚おめ
でとうございます‼ 竹内様、会員スピーチあ
りがとうございました。
L.竹田宏一 L.山本、L.寺﨑、ご結婚おめ
でとうございます。
L.塔村正樹 名誉会員になられた坪内孝満
様、今後とも、ご指導よろしくお願いいたし
ます。誕生月の6名の方々、おめでとうござ
います。竹内房雄様の会員スピーチに感謝。
L.永江文枝 ハッピーウェディング‼ おめでとう‼ 
L.西尾清文 名誉会員坪内様、今後ともご
指導の程宜しくお願い致します。誕生月の
皆様おめでとうございます。竹内様、スピー
チありがとうございました。
L.二宮俊雄 竹内様の会員スピーチに感謝
して。
L.野津祐一 L.山本、L.寺﨑の婚約を祝っ
て。おめでとうございます。
L.原田瑞樹 坪内孝満様が名誉会員になら
れましたこと、心から嬉しく思います。今後も
クラブの発展の為、ご助言をいただけますと
幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
L.曳野敏彦 山本さんご結婚おめでとうござ
います。
L.藤井祥一 坪内名誉会員様ありがとうござ
います。竹内様の会員スピーチ、感心して
聞かせて頂きました。何と言っても結婚おめ
でとうございます。
L.松浦祐一 竹内様、興味深いお話ありがと
うございました。
L.三代　操 竹内様、スピーチありがとうご
ざいました。
L.持田幸治 名誉会員になられた坪内孝満
様には今後共よろしくお願いいたします。ま
た、誕生日を迎えられた皆様、おめでとうご
ざいます。
L.寺﨑美穂 竹内様、スピーチありがとうご
ざいました。
L.和田淳一 竹内房雄様、会員スピーチあ
りがとうございます。山本様、寺﨑様、ご結
婚おめでとうございます。
L.渡辺　学 山本さん、寺﨑さん、おめでと
うございます‼ 

第1380回例会 11月第 2例会（出席率63.01％）

大東LC会長　木村勝正　今日はチャーターナ
イト記念例会おめでとうございます。今後共
よろしくお願いします。
L.安達盛二 本日のCN例会には、出雲・大
東・鹿島島根LCの皆様方にはようこそお越
し下さいました。心より歓迎申し上げます。
前回例会は出張のため欠席致しました。山
本さん、寺﨑さん、ご両人のお慶びのお話
をお聞きし、心よりお幸せをお祈り致します。
L.井谷耕造 出雲・大東・鹿島島根クラブの
参加でチャーターナイトが盛上がりました。
L.大野美雄 出雲LC・大東LC・鹿島島根
LCの皆様ようこそ歓迎申し上げます。
L.野口泰男 森山元ガバナーの御冥福を祈り
ながらのスピーチ、皆様方の御静聴に感謝。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

最新のデジタル技術で印刷物を美しく仕上げます。
書籍、チラシ、ＤＭ、ポスター、パンフレット、カタログ
カレンダー、定期刊行物、各種伝票、各種マニュアル
パッケージ、名簿、あいさつ状、名刺、各種資料
大判プリント、屋外・屋内広告-企画・制作
ホームページ作成、マルチメディアコンテンツ制作

総合
印刷

（Ｌ．渡辺　学）

（Ｌ.太田裕子）�

�

確かな技術が�
　生涯のご満足をお約束します。�

夏は涼しく、�
　 冬は暖かさを逃がさない�

Ｒ�

高遮熱断熱Ｌｏｗ－Ｅペヤグラス�
次世代省エネ基準をクリアする�

〒６９０－００６２ 松江市魚町５１－１�
TEL 0852-23-3838　FAX 0852-23-3802
http://www.ohta-glass.com

（Ｌ.坪内浩一）





㈲

紳士服と企業ユニフォーム
お直しも申し受けます

喫茶店の定食も
よろしくお願いいたします

（Ｌ．吉金　隆）

（Ｌ.塔村正樹）

本社
分析センター

〒690-0026
松江市富士見町1番地7
TEL 0852-38-8025
FAX 0852-37-2514

http//www.neonite.jp e-mail : n@neonite.jp

株式
会社ネオナイト

濁水・汚泥・土壌の処理、調査、分析
の事ならご相談下さい

（Ｌ．小林　悟）�

四季折々の献立により、�

ご予算に応じ調製させて戴きます。�

お気軽にどうぞ。�

�　

（L.石田博義）

◆ 水道部 ◆
　　給排水・衛生・給湯設備工事設計施工
　　松江市その他市町 給水装置工事指定工事店
　　松江市その他市町 下水道排水設備指定工事店

石田電気水道有限会社

松江市東朝日町８２番地４
TEL （0852） 25－3333
FAX （0852） 25－3336

E-mail：ishidaew＠ms9.megaegg.ne.jp

◆ 電工部 ◆
　　電気設備工事設計施工
　　中国電力認定電気温水器ファミリー店
　　エネルギア・ライフ&アクセス委託工事店

（Ｌ.西本敦子）

〒690-0002 松江市大正町401-12-201
TEL・FAX 0852-31-9710

飲食に関するトータルプランニング
すべてのジャンルにお応えする料理教室

あつこクッキングスタジオ
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今年度の会報は水の都松江に相応しく「橋」の写真が表紙を飾って
います。実は今まで門脇委員長に完全にお任せでこのままでは申し訳
ないというメンバーの思いから、今回は慣れ親しんだ「松江大橋」をみ
んながそれぞれに撮影し名前を伏せて選考会をして表紙に載せる写真
を決めようということになりました。
私の撮影した写真に決まった！　という連絡を受けた時には、こん

なことがあって良いのかと驚くと同時に久々にめちゃめちゃテンショ
ンが上がりました。
次回はもっと自信を持って提出できるようカメラ買おうかな!（^^）!

（L. 太田裕子）

表紙の写真　「橋のある風景 6」

松江大橋
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