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未来を信じ 行動で  We Serve‼
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建国記念日の 2月11日（火）、恒例となっている松江LC主催の400mlバレンタイン献血

キャンペーンを、イオン松江ショッピングセンター 1 Fに於いて行った。今回は、お礼の

品として『しまねっこクッキー』を用意。

血液センター様からも以前の献血参加者充てにハガキで告知して戴いていたが、朝から

雪のチラつく底冷えのする天候に客足もまばら。正直なところ、午前中は目標の50名クリ

アは難しいかと思われた。

それでも午後の部が始まる前から受付を待つ方々もいらっしゃって、メンバーが熱心に

声掛けを行ってくださったことも相まって、最終的には申込者62名・献血者54名と大変多

くの皆様にご協力を戴くことが出来た。

また、メンバーが献血経験の無い若者と積極的に会話して初めての献血に導くなど、大

変実りのあるアクティビティになったのではないかと思う。

年間を通しての献血人数も順調に増えており、残り少ない期間ではあるが、もう一踏ん

張り頑張りたい。

（L.永原・L.池尻・L.實重の 3名には400ml献血にご協力頂きました。ありがとうございます）

「バレンタイン献血」実施報告
○実施日／平成26年2月11日（火）　○場所／イオン松江ショッピングセンター

【午前の部】10：30～13：00
　L.永原、L.佐藤、L.曳野、L.河原、L.二宮、L.山本
【午後の部】14：30～17：00
　L.古志野、L.佐々木、L.富田、L.和田、L.中村、L.池尻、L.實重、L.山本
 以上　合計13名（順不同）

参加者（順不同）
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光と愛を

初めての会員スピーチでかなり緊張して、お聞き苦しい
点が多々あったと思いますが、「ここにいるキセキ」と題
しまして、入会するきっかけになったある事件を中心にお
話させていただきました。
お話しさせていただいた以外にも、これまで沢山の方々

とのご縁があり入会に至りましたが、入会していなければ
お会いすることもなかったクラブメンバーの皆様とお近づ
きになれて本当に良かったと感じています。
入会当初は緊張しかなく、どのように立ち振る舞ってい

いのか分かりませんでしたが、入会から 1年 7ヶ月が経ち、
雰囲気にも少し慣れてきて楽しく活動させて頂いてい
ます。
まだまだ至らぬ点ばかりでご迷惑をお掛けしますが、今

後とも変わらずご指導のほどよろしくお願い致します。

去る 2月 7 日開催の第1385回例会において会員スピー
チの機会をいただき、消費者被害相談の実情についてお話
しさせていただきました。
島根県東部においても様々な手口に騙され損害を蒙る

方が数多くいらっしゃいます。被害に遭われても、恥ずか
しくて人に知られたくない、或いは、契約書を交わし、商
品も使用済みでは今更どうにもならないと考えて、泣き寝
入りをしてしまう傾向にあります。
一人暮らしの御老人が被害に遭い、他の業者へ良いカモ

だと情報を流され、次々と高額商品を購入してしまい、払
い切れない額のクレジット負債を抱えるといった深刻な事
例も見受けられます。
皆様方ご自身がこのような消費者被害に遭うことはな

いとおもいますが、日頃から周りの方から悩みごとなどの
相談をお受けになられるかと存じます。色々な消費者被害
の手口を知っていただいて、悪質商法等の被害に遭われた
方がいらっしゃいましたら、取り返しのつかないような被
害に発展する前に、然るべき相談窓口をご紹介いただきま
すようお願い申し上げます。

会員スピーチ　

「ここにいるキセキ」
環境・社会奉仕委員会　L.柏井一博

会員スピーチ　

「消費者被害相談の
実情について」

視聴覚・保健委員会　L.中村　誠
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

記
【現　行】
1 ．役員、委員会は次の通りとする。
理事の定員＝役員 8名、会員理事 1名、 1年理事 4名、 2年理事 4名、計17名
委員会 6委員会（運営委員会 3、事業員会 3）　ただし、役員、委員会の定数は理事会の決議により変
更することができる。
また、必要に応じ、その都度特別員会を設置することがある。

【改　正】
1 ．役員、委員会は次の通りとする。
理事の定員＝役員 8名、会員理事 1名、1年理事 3名、2年理事 3名（但し、2014年は 4名とします。）、
計15名
委員会 7委員会（運営委員会 4、事業員会 3）　ただし、役員、委員会の定数は理事会の決議により変
更することができる。
また、必要に応じ、その都度特別員会を設置することがある。

●運営委員会⑷
•会員・指導力委員会：会員増強。会員指導。運営指導。指導力育成。退会防止。出席率向上。入会式。
　大会等（ゾーン、地区、複合、国際）参加奨励、経費予算計上。
　姉妹クラブ興隆担当。
•情報・財務委員会：クラブ運営費、事業費、特別会計予算の編成。委員会予算、決算の承認と事業指導。
　LCの情報収集と提供。会則・附則・内規の改正・変更。
　支部及び家族会員・婦人会担当。
•計画委員会：例会の企画、準備、実施。ゲスト及びビジターの歓迎、接待。
•IT・PR委員会：ホームページ管理運営。印刷、通信物、会議資料の環境省力化。事務局のデジタル化。
　会員への情報発信（HP、会報等）。会員手帳担当。

●事業委員会⑶
•社会奉仕委員会：地域社会の生活、文化、福祉の向上。地域の清掃、植樹。災害対応及び救援。
　環境教育。
•健康福祉委員会：献血運動を勧めて支援をする。検眼登録の支援。
　糖尿病・聴力保護・視力保護、教育及び活動。
•教育委員会：青少年・児童の健全育成を支援する。薬物乱用防止教育。国際関係。
　YCEプログラム。

●特別委員会⑴
• 未来ビジョン策定委員会：会員の若返る中、設立60周年を迎えることとなりました。松江LCの次世代の
あるべき理想の姿について、時代環境の変化に対応するために幅広く客観的に検討する。（委員は兼務
とする。）
※姉妹クラブ興隆委員会は廃止

２014～2015　委員会設置について
クラブ運営要項を下記の通り 2月13日の理事会で決議いただき、 2月21日の例会におい

て承認戴きありがとうございました。
クラブの活性化等を図る為に委員会数が変更になりました。その中で、二つの委員会が

一つになり、委員会の人数も増え充実しましたが。しかし、一方では一委員会で二員会の
活動をすることになり正副委員長への負担が多くなりました。
委員会の目的や役割がありますので、次年度は一委員会で活動が同じ方向で進める委員

会を基本に変更することと、事務局のデジタル化やITを利用した運営を将来に向かって進
めたいと考えています。今回の組織変更を説明し理解して戴く中で、皆様より会費の負担
軽減等、様々な意見を聞かせていただきましたので、早めに予算を立て理事会等を通じて
皆様にご検討いただける様に進めてまいります。今後もご協力をお願い申し上げます。

第一副会長
L.竹田宏一
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光と愛を

2 月15・16日と第 3回キャビネット会議が萩で開催されました。キャビネット会議
は年 4回開催されます。 1回目が 7月に現ガバナーの地元で、 2回目が11月に前ガバ
ナーの地元で、 3回目が 2月に次期カバナーの地元で、 4回目が 4月に現ガバナーの
地元です。2013～14年度は松江 下関 萩 松江と移ります。
地区費の値上げ、緊急援助資金の補填、家族会員の地区会費等の免除等、大切な議

案が無事に承認され、年次大会の議案として提出できるようになりました。家族会員
によるメンバー増強、LCIF献金、献血もだんとつ松江LCがトップであり、坂根ガバ
ナー面目躍如でした。皆様のご協力に心から感謝申し上げます。
次期萩キャビネットのガバナースローガン、委員会構成、役員のリジョンへの割当

等の案の発表がありました。 2月 1日に次期キャビネット事務局が開局し、次期の準
備も着々と進んでいるようです。
会場のホテルは萩城跡の近くにあり、海岸沿いの松の巨木に囲まれた素晴らしい所

にありました。萩は何と言っても吉田松陰等を輩出し明治維新の震源地であり、ここ
かしこに歴史の息吹を感じる城下町です。今度はライオンズを離れてゆっくりと尋ね
てみたい町です。
竹下次期ガバナー、斎藤次期キャビネット幹事他、次期のスタッフの方々が一生懸

命お手伝いをして下さいました。夜の萩もまた楽しいひと時でした。
2月21日（土）には 6 R 3 Z田万川LCの30周年式典があり、坂根ガバナー、野口会

計と 3人で出席しました。益田市から日本海沿いに約25km下った、山紫水明、人情
豊な地でした。しかし、昨年 7月の大水害の爪痕がいたるところに残り、旅館の女将
に聞いたら、私達の想像をはるかに絶する被害でした。メンバー 16人のクラブです
が悲しみを乗り越え開催され、心温まる記憶に残る周年式典でした。田万川LCの今
後の発展を心から祈りました。
帰路、松陰神社にお参りし、全員で年次大会の成功を祈願しました。いよいよ年次

大会も間近となりました。一層のご協力をお願い致します。

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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未来を信じ 行動で  We Serve‼

ド ネ ー シ ョ ン 便 り
第1385回例会 2月第 1例会（出席率68.49％）

L.渡辺　学 誕生祝をいただきありがとうご
ざいました。
L.森山正雄 誕生祝ありがとうございました。
L.鷦鷯　治 誕生祝をいただきありがとうご
ざいました。
L.三代　操 先月、誕生祝をいただきまし
てありがとうございました。
L.足立　守 誕生祝ありがとうございます。
今年で60歳になりました。これからもよろ
しく‼
L.藤井祥一 1月の誕生祝を頂きました。
63歳になりました。L.柏井、L.中村両氏の
会員スピーチありがとうございました。
L.安達　亨 誕生祝を頂戴し有り難うござ
いました。柏井様、中村様のスピーチに
感謝！
L.永江文枝 1 年の過ぎることの早いこと
～。年のことは忘れて元気で行こう～と
思っています。誕生祝ありがとうございま
した。
L.野坂正史 誕生祝いただきありがとうござ

いました。孫が小学生になる年になりました。
L.古志野功 池尻さんの社長就任、中村さ
んの御結婚おめでとうございます。心より
お喜びを申し上げます。柏井さん、中村
さんの楽しく参考になるスピーチをありがと
うございました。
L.木村泰明 誕生月の皆様おめでとうござ
います。柏井様、中村様、貴重なスピー
チありがとうございました。
L.竹田宏一 中村誠様、ご結婚おめでとう
ございます。池尻悟様、社長就任おめで
とうございます。
L.森山正雄 L.柏井、L.中村の会員スピー
チに感謝して。L.中村のご入籍・L.池尻の
代表取締役ご就任おめでとうございます。
L.河原守孝 柏井さん、中村さん、スピー
チありがとうございました。中村さんご結
婚おめでとうございます。若い奥様と末永
くお幸せに。
L.後藤　勇 柏井一博様、中村誠様、ス
ピーチありがとうございました。中村様結
婚おめでとうございます。
L.佐々木幸美　柏井君、様 な々思い出と気

持ちの込もったスピーチ、ありがとうござい
ました。久々に変な汗をかきました……。
中村君、ご結婚おめでとうございます。
順子ちゃんと末永くお幸せに……。スピー
チもお疲れ様でした。感謝。
L.鷦鷯　治 柏井一博様、中村誠様のす
ばらしいスピーチに感謝。池尻悟様、代
表取締役ご就任おめでとうございます。
中村誠様ご入籍おめでとうございます。
L.持田幸治 弊社で施工をさせて頂きました
「ごうぎんカラコロ美術館」が第21回しまね
景観賞の奨励賞に輝き、溝口知事より表
彰状を頂きました。今後も精進を重ね頑
張って参ります。感謝です。
L.田中信行 1月の第 2 例会では永年功
労者ということで花束を頂きました。有難う
ございました。
L.安達盛二 前回例会は出張により欠席致
しました。重要な年次大会の局会議では
大変ご迷惑をおかけしました。この度、
我が社が力を入れて取り組んでいる子育
て支援の諸活動が認められ「こっころ大
賞」という知事表彰をいただきました。更

「しまね酒楽探訪」
フリーアナウンサー・SSI認定きき酒師　石原美和 様

ゲストスピーチ

このたびの例会で「普段、日本酒を飲む方は？」と質問したところ、ほんの数人しか手が挙がり
ませんでした。日本酒が好き＝大酒飲み、燗酒が好き＝おやじっぽいという印象で見られがちです
よね。しかし、日本酒は日本の伝統的な飲み物。地元の水、米を使い、先人達が築いた複雑な工程
を経て造られているものです。
しかも、アルコール飲料の中で一番体を冷やしにくく、製造工程の糠や米粉、酒粕、一升瓶も再
利用されて、とってもエコ。アミノ酸豊富な発酵飲料で美肌効果も期待出来て、残った日本酒をお風
呂に入れたら入浴剤代わりにもなります。いろんな温度帯で楽しめるのも他のお酒にはない魅力です。
特に地酒は、その土地の食文化とともに育まれ、地域活性化に役立つコンテンツだと私は思います。
島根の地酒は今、20代から40代の人が中心に造っている酒蔵が多く、地酒を消費することは、伝

統文化を継承している地元の若者を応援することにも繋がります。
昨年10月に出版しました「しまね酒楽探訪」（今井出版）は、「日本酒ツーリズム」「ご縁」をテー

マに書かせていただきました。島根の魅力、地酒の魅力を再発見していただければ幸いです。
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光と愛を

なる努力を重ね、子育て世代の支援を続
けていきたいと思います。柏井さん、中村
さんのスピーチに感謝致します。
L.坂根　勝 元ガバナーL.日高、L.森山に
感謝致します。会員増強にご支援頂きあ
りがとうございます。前回例会に花束を頂
き、L.石田に届けていただきました。 2月
誕生の皆様の記念日をお慶び申し上げま
す。L.柏井、L.中村の会員スピーチに感
謝して。
L.池尻　悟 この度、株式会社昌和ペイン
ト代表取締役に就任いたしました。今後、
社業発展の為に精神し、また、クラブ活
動にも貢献できますよう努力してまいりたい
と思います。皆様、ご指導、ご鞭撻を賜
りますよう宜しくお願いいたします。勇気を
出して¥10,000‼
L.中村　誠 結婚祝をいただきありがとうご
ざいました。また、私どものためにお祝い
の会までしていただき、本当に感謝してお
ります。このご恩を少しでもお返しできるよ
うにがんばってまいりますので、今後ともご
指導の程よろしくお願いします。
L.塔村正樹 誕生月の皆様おめでとうござ
います。柏井様、中村様の会員スピーチ
ありがとうございました。中村誠様の入籍、
おめでとうございます。感謝。
L.三原良樹 会員スピーチされた中村様、
柏井様、ありがとうございました。また、中
村様、結婚おめでとうございます。池尻様、
代表取締役就任おめでとうございます。
L.高橋直輝 柏井君、キセキの提供誠に
すみませんでした。しかし、『キセキ』よかっ
たでしょう～。事実に忠実だったと思いま
す。色 と々ご苦労をおかけしたようでごめ
んなさい。中村君、流石！　ためになるお
話でした。訪問販売被害者の多さに驚き
ました。知識が高まり良かったです。お二
方のスピーチに感謝します。
L.實重正樹 柏井様、中村様、会員スピー
チお疲れ様でした。かっしー巻き込んでし
まってゴメンなさい。まこちゃん、俺が消
費者被害にあった時は相談するけん、よ
ろしくね。
L.高橋顕一 中村様、柏井様のスピーチあ
りがとうございました。
L.竹田　彰 柏井さん、中村さん、会員ス
ピーチありがとうございます。楽しいお話
や、参考になる貴重なお話に感謝です。
L.富田秀則 2月生まれの皆様おめでとう
ございます。柏井様楽しいスピーチ、中
村様のためになるスピーチありがとうござい
ました。
L.山本勝己 柏井さま、中村さま、お二人
の会員スピーチたいへん楽しくまた興味深
く聴かせて頂きました。ありがとうございま
した。
L.門脇　泰 柏井一博さん、中村誠さん、

会員スピーチありがとうございました。感
謝致します。　
L.有田　律 柏井さん、中村さん、スピー
チおつかれさまでした。ありがとうございま
した。
L.三代　操 柏井様、中村様、スピーチあ
りがとうございました。
L.二宮俊雄 柏井様、中村様の会員スピー
チに感謝して。
L.野口泰男 柏井、中村、両氏のスピーチ
楽しく聞かせていただきました。
L.持田幸治 柏井さん、中村さん、会員ス
ピーチありがとうございました。また、今月
誕生日をむかえられた皆様おめでとうござ
います。
L.井谷耕造 柏井、中村、両氏の会員ス
ピーチありがとうございました。
L.野坂正史 会員スピーチに感謝！
L.松浦祐一 柏井さん、中村さん、スピー
チありがとうございました。 2月誕生月の
皆様、おめでとうございます。
L.近藤晶美 柏井様、中村様のスピーチに
感謝して。
L.山﨑秀幸 柏井様、中村様、会員スピー
チありがとうございました。
L.小林　悟 お2人の会員スピーチに感謝。
L.西尾清文 柏井さん、楽しく聞かせてい
ただきました。キセキの出会いをありがとう
ございます。中村さん、参考になりました。
十分に気を付けます。ありがとうございます。
L.赤名健司 柏井さん、中村さん、楽しく
また、ためになるスピーチありがとうござい
ました。また頭のいい2月生まれの皆さん
誕生日おめでとうございます。
L.加山恵司 柏井様、とても楽しい「キセキ」
のお話ありがとうございました。
L.和田淳一 柏井様、中村様の会員スピー
チに感謝。中村様、ご結婚おめでとうご
ざいます。
L.太田裕子 柏井様、中村様、すばらしい
スピーチありがとうございました。「ここにい
るキセキ」のおかげで私も柏井さんと出会
えて良かったです。

第1386回例会 2月第 2例会（出席率71.23％）

L.高橋顕一 石原様の日本酒の話、楽しく
お聞きいたしました。
L.門脇　泰 石原美和様の楽しい話に感
謝して。島根の地酒を飲み比べしたくなり
ました。
L.富田秀則 石原様、大好きなお酒のお話
ありがとうございました。
L.塔村正樹 石原美和様のゲストスピーチ
に感謝。今後も自信を持って日本酒を飲み
ます。
L.山本勝己 石原美和さまの “しまね酒楽
探訪”たいへん楽しく聴かせて頂きました。

ありがとうございました。
L.竹田　彰 石原さんのゲストスピーチに感
謝です。楽しい、参考になる話をありがと
うございます。
L.山本美穂 石原様のお話を聞いて、日本
酒を飲んでみたい気分になりました。興味
深いお話ありがとうございました。
L.鷦鷯　治 石原美和さんのとても興味深
いスピーチに感謝。
L.中尾禎仁 石原さんのゲストスピーチあり
がとうございました。
L.二宮俊雄 ゲストスピーチ、石原様に感
謝して。
L.三代　操 石原様、スピーチありがとうご
ざいました。
L.太田裕子 石原さんの相変わらずの美貌
とすばらしいスピーチに感動。益々のご活
躍をお祈りしています。
L.實重正樹 石原美和様、素敵なスピーチ
ありがとうございました。日本酒がどのお酒
よりも優れているのですね。とても勉強にな
りました。
L.赤名健司 石原美和さん、ゲストスピー
チありがとうございました。
L.安達盛二 石原美和さんの楽しい日本酒
のスピーチに感謝致します。一度もっとじっ
くりと日本酒を一緒に飲みながら、勉強し
たいものです。
L.永原秀治 石原美和様、ゲストスピーチ
ありがとうございました。日本酒が飲みたく
なりました。
L.谷田英人 シンガポールに続きスペインに
シールを輸出できました。ありがとうござい
ます。
L.渡辺　学 出張のため早退します。中学
校の同級生でもある石原美和さんのス
ピーチが聞けなくて残念です。
L.近藤晶美 店のコックが入院するため、
1ヵ月程、私が料理をすることになりました。
勇気のある方のご来店をお待ち致しており
ます。
L.松浦祐一 石原様、興味深いお話ありが
とうございました。
L.平野洋一 石原美和さんのステキな楽し
いお話、有りがとうございました。
L.森田義明 石原様のスピーチ大変参考に
なりました。
L.坂根　勝 このたびはクラブ支部（千鳥・
堀川）の結成にご尽力ご支援をいただきあ
りがとうございました。感謝を申し上げます。
L.後藤　勇 石原美和様、スピーチありが
とうございました。支部の認証ありがとうご
ざいました。年次大会を成功させましょう。
L.佐藤　茂 石原様のゲストスピーチに感
謝。誕生祝をいただきありがとうございました。
L.大野美雄 2月11日紀元節の日に待望の
内孫が産まれました。男です。お家断絶
を免れました。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

（L.森田義明）

松江市千鳥町3 0
TEL 0852-22-0188  FAX 0852-22-0230

（L.岸本義之）

渡部設備株式会社
電気工事設計施工

所長

［本社・松江営業所］
〒690-0011 松江市東津田町1201番4
TEL（0852）22-2010㈹
FAX（0852）27-8031

岸　本　義　之

（L.永原秀治）

ダスキンフランチャイズチェーン加盟店
株式会社マサコーポレーション

ダスキン千鳥支店 山陰
〒690-0876
松江市黒田町454-9
TEL 0852-23-3270
FAX 0852-23-3221

（L.松浦祐一）

株式会社 博愛社
〒690-0011 島根県松江市東津田町1640-5
TEL 0852-25-7971 FAX 0852-25-7972
[URL]http://www.hakuaisya.co.jp/
[E-mail]webmaster@hakuaisya.co.jp
[携帯ホームページ]
http://www.hakuaisya.co.jp/hakumob/

0120-88-7971

ハクアイ会館
〒690-0011 松江市東津田町1640-5
橋南

カワツ会館
〒690-0823 松江市西川津町2622-1
橋北

春日会館
〒690-0877 松江市春日町340-3
橋北

博愛社 携帯サイト
QRコード

㈱島根東亜建物管理
本　社　松江市浜乃木6丁目5番7号

TEL（0852）23－0263㈹
出雲営業所　TEL（0853）23－5575
米子営業所　TEL（0859）34－3121

ビ ル 清 掃 管 理
電気・空調設備管理
産 業 廃 棄 物 処 理
清 掃 用 資 材 販 売

（L.河原守孝）

塗　料・塗装機器・副資材

〒690-0048 松江市西嫁島１丁目1-23
TEL（0852）27-7234
FAX（0852）27-7236

（L.池尻　悟）

松江市西津田3-4-10
TEL 0852-23-2323   
FAX 0852-24-6398   

（L.三代　操）
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３月号は「宇賀橋」です。松江らしい風景が広がる内堀に
架かる風情のある橋です。昭和10年代に北堀橋の架け替え
の時の仮橋として生まれ、現在の橋は昭和48年に架け替えら
れたものです。私は高校生のころこの橋を渡り登下校してい
ました。「北堀橋のとなりの車の通れん橋」と呼んでいました。
 （撮影者 L.有田）

お知らせ
会報の表紙を飾っている橋をテーマにした写真ですが、12
月号から編集部員 4名（二宮、太田、有田、池尻）により月毎
に撮影する橋（松江市内）を決め、各々が撮影した写真の中か
ら一枚、委員会で決定し掲載しています。
編集部員の間では写真撮影の腕の競い合いが月を迫う毎に
加熱し、委員会でも写真選考が今や、お楽しみな議題となり
ました。
今年度もあと数回の発行となりましたが、今後の表紙写真
にご期待ください。

表紙の写真　「橋のある風景 9」

宇賀橋
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