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未来を信じ 行動で  We Serve‼

謹 賀 新 年
会長　L. 後 藤 　 勇

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年 7月「伝統を受け継ぎ、品格のあるClub Life」をテーマに、そして「We Serveの心で
58年、繋げよう真心の奉仕」をスローガンとして安達会長から引継いで以来、早半年が経過
いたしました。その間、素晴らしいスタッフ並びに会員の皆様からご支援ご協力をいただき
ましたことを心より感謝申しあげます。さて、上半期を振り返りますと、アクティビィティ
につきましては、スタッフと各委員会の皆様のご協力で大半を無事終えることが出来ました。
特に国際・教育委員会の 8月の松江市小学生バスケットボール大会、10月の松江市中学校野
球大会は選手、保護者、一般の多数の参加がありました。視聴覚・保健委員会のろう学校の
生徒さんと描いた現寸大のザトウクジラはマスコミに大きく取り上げられ良いP.Rになりま
した。336-D地区でトップクラスの献血推進活動はアワードの対象になるものと確信致して
います。環境・社会奉仕委員会の忌部、松江ライオンズクラブ畑で収穫したさつま芋での資
金獲得事業も継続事業として定着し、良いアクティビティへ成長しました。
また、会員増強につきましては家族会員の話が持ち上がり中断していましたが引き続き勧
誘を行います。例会出席につきましては80%手前で推移しています。皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。各委員会の皆様が汗を流されて活動され、松江LCの存在を地域に発
信出来たものと思います。今期はL.坂根勝がガバナーに、L.原田瑞樹がRCに就任されました。
松江LCの誇りであります。今後一層のご指導ご鞭撻をいただきます様お願いいたします。
さて、 4月には336-D地区年次大会が開催されます。藤原茂紀大会委員長を中心に着々と準
備が進んでいます。会員の力を結集し素晴らしい大会になります様、願っています。
最後になりましたが会員の皆様のご多幸と企業の益々のご繁栄を祈念いたしまして新年の
挨拶と致します。
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光と愛を

【歳男の皆さん】
1942年　藤原茂紀
1954年　竹内房雄　　足立　守

歳男だから抱負を書けとのこと。晩成型の私と

しては、経営者としてこれから成熟期で良い仕事

が出来るぞ！　と張り切っているところへ「負け

るを抱く」とは何とも縁起が悪い。

そこで、ネットで「抱負」の意味を検索してみ

ると、次の様に書いてあった。

「抱負」本来の意味は「心中に抱く志や決意」と

のこと。

「負けるが勝ち」と言う諺があるけど、私の経

営者業40年を振り返ってみても成功より失敗の数

が多く、 1勝 9敗の人生（これだけはユニクロの

柳井さんと同じ）である。

負け惜しみではなく、失敗（負け）から学ぶこ

との方がはるかに多かった。

楽天球団の野村元監督の至言。

「不思議の勝ちはあるけど、不思議の負けは

ない。」

確かに私の経験から言っても、人と真逆なこと

をしても上手くいったことはあるけど、失敗した

ビジネスは失敗する原因がちゃんとあった。

気が付いたのが遅かったけれど、今年72歳……

ギリギリ間に合ったと思っている。

新年明けましておめでとうございます。まさか

自分が還暦を迎えるまで歳をとってきたとは驚き

です。これが現在の率直な感想です。

周りから還暦を過ぎると、ドライバーの飛距離

がおちるとか、病気や怪我が治りにくいとか、と

かく良い話を聞きませんが、何とか、「言動は還

暦らしく、行動・活動・運動は、還暦　さにあら

ず」を目指した一年でありたいと思います。本年

も変わりませず宜しくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。本年も

変わりませずよろしくお願い申し上げます。

L.藤原茂紀（1942生／情報・指導力委員会）

歳男の抱負……
 負けたら大変！

L.竹内房雄（1954生／国際・教育委員会）

L.足立　守（1954生／情報・指導力委員長）

歳男 今年の抱負

歳男・新年の抱負
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

今後のビジネスを考える
～海外需要開拓のすすめ～

日本貿易振興機構（ジェトロ）松江貿易情報センター所長　宮尾正浩 様

ゲストスピーチ

この度は、松江LC例会にてスピーチの機会を頂き有難うございます。

これまで山陰両県の自治体・経済団体・企業様へのご支援を通じて、「海外事業」は縁がない･ご

関心の薄いことを実感しました。しかし、講演要旨の通り、日本国内や世界情勢を踏まえると、成

長著しいアジア諸国など海外に絡めて事業展開しないと、現状のままでは、中長期的に事業存続が

厳しくなる可能性があることを示唆いたしました。それは機械や食品等のモノの輸出入が出来る業

種のみならず、地場密着型と思われるサービス産業もです。

スピーチで踏み込めなかったのですが、サービス産業の多くの業種が「外貨を稼ぐ」ことができ

るのは、「外国人観光客誘致」（インバウンド振興）です。まずは観光関連産業が取組むことですが、

観光客が継続的に増えることで、建設、設備、輸送、飲食、その他付帯サービスの需要が増加する

ため、多くの産業に効果的です。行政も力を入れている分野ですので、観光関連以外の事業者も一

緒になって努力をし、「海外需要開拓」していけば、県内にいながら外貨を稼げるのです。

古き良き日本の原風景のある島根･松江こそ、お金のある、知的水準の高い、異文化理解度の高

い外国人が来て見たい日本だと確信しました。あとは、効果的なPR･情報発信と、外国人にも日本

人同様に臆せず「お・も・て・な・し」をすれば、京都･奈良･金沢に続く、名所になると確信して

います。

私は、 2月生まれですので、前年の干支の巳年

と同じ学年ですので、同窓会では幾度還暦祝いを

させて頂きましたが、改めて、今年お正月を迎え

還暦という実感を感じることが出来ました。60年

間のドラマの中で今まで何をしてきたのだろうと

思うと、改めて考えますと、仕事や家庭など私達

の日々にあっては、生活とは、すべて自分の心を

映し出す鏡だと思います。新しい年を迎えるにあ

たり自分の生活をいかに幸福へとつなげるか考え

たいものです。そして、新たなスタートの年と肝

に銘じLC活動や地域の活動に邁進し、しっかり

とした地域作りの一翼を担わせて頂きたいと思い

ます。

最後になりましたが、LCと会員の皆様の益々

のご活躍をお祈りします。
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光と愛を

第1381回忘年家族会に参加して
○実施日／平成25年12月20日（金）　○場所／ホテル一畑

会
員
・
財
務
委
員
会

L.
永
江
文
枝

12月20目、今年も忘年家族会がホテル一畑にて盛大に行われました。

私にとっては12回目の忘年家族会になります。

今年は、坂根ガバナーが誕生した年であり、また家族会員が承認され、それに我がLC

からカップルが誕生したすばらしい年でありました。

盛り上がったのは当然のことです。

パーティでは、プロのサックス奏者の演奏あり、また、LT、TT、計画委員長揃ってサッ

クスを演奏される等、大人の雰囲気満載と思いきや、子どもたちもサンタさんからのプレ

ゼントをもらう等、とても和気藹々としたパーティでした。

我が家も昨年より 4人の孫を連れて参加しています。なんせチビがまだ 3歳であり、孫

たちの面倒でゆっくり楽しむようなことは出来ませんでしたが、孫たち皆大満足して帰り

ました。今年は、サプライズと称して、LL.野口と 2人でフラダンスをお披露目できまし

た（あれでも10年余り練習を積んできたんですよ）。

来年春には、家族会員も増え、盛大な年次大会になること間違いありません。

どうぞ皆様、今年 1年に感謝して、より良い年が迎えられますことを心よりお祈りいた

します。
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

「2013年度島根大学留学生との交流会」参加報告
○実施日／平成25年12月21日（土）　○場所／島根大学 大学会館3F

国
際
・
教
育
委
員
会

L.
實
重
正
樹

12月21日（土）島根大学 大学会館 3 Fにて行われました「2013年度島根大学留学生との

交流会」中尾委員長と共に参加させて戴きました。参加人数は170名でアジアを中心とし

た23ヵ国の留学生が一同に集い盛況な交流会となりました。

海外留学体験者による発表では、ドイツ、韓国、アメリカへ留学された学生たちの話を

聞くことができました。留学してできた友達と現在でもメール等で繋がっていることや留

学体験で学べることの喜びや感謝の気持ちは発表者それぞれに共通していました。学生に

よるステージでは、邦楽部による伝統楽器による演奏、ネパールからの留学生の歌、居合

道部による演武、ベトナムからの留学生たちによるバンブーダンス、混声合唱団による歌

が披露されました。最後は留学生によるファッションショーでした。アジア各国の民族衣

装や伝統的衣装を着た留学生たちが参加者への衣装説明を行いながら慣れない舞台でたど

たどしくモデルを演じていたのが印象的でした。

島根大学が国際的に活躍できる人材育成の展開として、多くの国際交流事業を熱心に取

り組んでいることを知り勉強になりましたし、グローバルな人材が育つ環境が地元にある

ことを頼もしく感じました。
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光と愛を

12月度コンペ
ゴ ル フ 部 会

優
勝
者

国
際・
教
育
副
委
員
長

L.
三
原
良
樹

12月15日（日）
松江カントリークラブ

昨年の12月15日、松江カントリークラブにおいて、松江LCゴル
フコンペを開催いたしました。
寒い時期にもかかわらず、10名の方に参加いただき、楽しくラウ
ンドさせてもらいました。
前半は、気温が低かったせいかなかなか調子が上がらず苦労しま
したが、後半に入ると、ライバルである永原幹事のミスショットを
きっかけに立て直すことができ、なんとかスコアをまとめられたと
思います。
個人的な目標のベスグロは、前半40というスコアで回られた
L.井谷に持っていかれましたが、同伴競技者とハンディキャップの
恩恵を受け、優勝することが出来ました。
3月には、恒例の遠征コンペを予定しておりますので、大勢の方

の参加を期待しております。

順位 氏　　名 OUT IN GROS HC NET

1 三　原　良　樹 46 43 89 16.9 72.1

2 井　谷　耕　造 40 46 86 13.3 72.7

3 柏　井　一　博 47 51 98 24.2 73.8

4 永　原　秀　治 45 45 90 14.5 75.5

5 實　重　正　樹 57 66 123 44.4 78.6

6 森　山　正　雄 58 61 119 38.7 80.3

7 高　橋　直　輝 55 50 105 24.2 80.8

8 横　井　栄　子 78 78 156 69.6 86.4

9 瀬　﨑　　　剛 59 62 121 31.4 89.6
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未来を信じ 行動で  We Serve‼

12月は大きな行事もなく、比較的穏やかなキャビネットでした。でも、相変わらず

国際協会やMD336からは次々とメールが届き、その対応に追われています。

家族会員による倍増計画は、全日本レベルでは相当力を入れて向って行きつつあり

ます。坂根ガバナーを輩出している松江LCが真っ先に取り組んでいただくことにな

りましたので、キャビネットとして大変感謝しています。前向きに検討しているゾー

ンや単位クラブもあり、良い感触を持っていますし、次第に浸透していくものと思っ

ています。

年次大会も後 3ヵ月ほどとなりました。各局の会合が開催されつつあり、具体的な

方向がかなり見えて来ました。限られた予算の中で最大限の「おもてなし」をするべく、

各局長さま方にはこれまた大変なご苦労をお掛けしています。松江 3クラブの総力を

結集して、立派な大会にしていただきたいものです。

12月18日にマレーシアの素敵なYCE生二人が、ホストクラブの会長さん（伯太LC・

八雲LC）とキャビネットを訪問して下さいました。二人とも日本語がかなり達者で、

私の片言の英単語でもすぐに打ち解けて会話が弾みました。単語とジェスチャーと笑

顔でかなりの部分が通じるように思いました。二人ともお父さんがLCのメンバーだ

そうです。プチ国際交流が出来ました。

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1381回例会 12月第 1例会（出席率75.00％）

L.坂根　勝 加山恵司様のスポンサーを務
めさせて頂きました。前任の竹中様同様
に又、私同様によろしくお願い致します。
坪内孝満様の名誉会員をお慶び申し上げ
ます。先般防衛大臣より感謝状を頂きまし
た。皆様のご支援に感謝申し上げます。
L.富田秀則 誕生祝ありがとうございます。
渡辺様、モナークシェブロン受賞おめでと
うございます。
L.平野洋一 誕生祝、有り難う御座います。
1ヵ月遅れで申し訳御座いません。これか
らも宜しくお願い致します。
L.山﨑敏弘 誕生祝を頂き、ありがとうござ
います。皆様の御厚情に感謝申し上げます。
L.塔村正樹 ゲストスピーチ宮尾所長様の
お話に感謝。誕生祝ありがとうございまし
た。12月7日で74歳です。よろしく。
L.渡辺　学 アワードをいただきありがとうご
ざいました。あっという間の15年でした。
L.坂根　勝 お蔭様で前半期を無事に経
過しております。皆様のご支援に感謝致し
ます。今後ともD地区キャビネットをよろしく
お願い申し上げます。
L.門脇　泰 ジェトロ松江所長宮尾正浩様、
ありがとうございました。
L.後藤　勇 宮尾正浩様、スピーチありが
とうございました。渡辺学様、モナークシェ
ブロンおめでとうございました。
L.竹内房雄 L.渡辺、モナークシェブロンお
めでとうございます。ますますのご活躍を
お祈りします。12月誕生月の方おめでとう
ございます。
L.松浦祐一 宮尾様、興味深いお話ありが
とうございました。誕生月の皆様おめでとう
ございました。
L.持田幸治 今月誕生日を迎えられます皆
様おめでとうございます。宮尾様ゲストス
ピーチありがとうございました。
L.赤名健司 「JETRO」について少しはわ
かったような気がしています？ ありがとうご
ざいました。
L.池尻　悟 本日は益田出張の為早退させ
て頂きます。申し訳ございません。山本様、
寺﨑様、今夜は参加できず残念ですが、
益田から祝福させていただきます。
L.大野美雄 キャビネット事務局員古藤さん
を宜しくお願い致します。
L.河原守孝 宮尾所長様、スピーチありが
とうございました。

L.佐藤　茂 宮尾様、ゲストスピーチありが
とうございました。L.渡辺、モナークシェブ
ロン15年おめでとうございます。
L.高橋顕一 宮尾正浩様のゲストスピーチ
に感謝して。
L.竹田　彰 宮尾正浩様のゲストスピーチに
感謝。誕生月の皆様おめでとうございます。
L.中尾禎仁 宮尾様、海外ビジネスなど貴
重なお話ありがとうございました。感謝い
たします。渡辺さん、モナークシェブロン
おめでとうございます。また、お誕生日の
皆様おめでとうございます。
L.永原秀治 JETRO松江の宮尾所長様、
本日は海外の状況を知る良い勉強になりま
した。私もカンボジアに進出したいと思い
ます。
L.西尾清文 宮尾正浩様、スピーチありが
とうございました。
L.野坂正史 ゲストスピーチに感謝。
L.野津祐一 又々の早退をお許し下さい。
L.原田瑞樹 山本さん、寺﨑さん、11月28日、
ご結婚誠におめでとうございました。今夜
も宜しくお願いします。
L.三代　操 宮尾様、スピーチありがとうご
ざいました。
L.三原良樹 宮尾様のスピーチ大変興味深
く聞かせていただきました。感謝‼　誕生
月の皆様、おめでとうございます。
L.山﨑秀幸 宮尾所長様、貴重なお話あり
がとうございました。
L.山本勝己 宮尾正浩さまのスピーチ、大
変興味深く拝聴しました。ありがとうござい
ました。
L.和田淳一 宮尾正浩様のスピーチ、あり
がとうございました。

第1382回例会 12月第 2例会（出席率70.83％）

L.土江誠蔵 誕生祝いただきありがとう御座
居ます。いつも欠席ばかりですみません。
L.山本勝己・美穂　おかげさまで破談にな
ることもなく、11月28日に無事挙式と入籍
を済ますことが出来ました。また12月6日
には大変多くの皆様に御出席戴き、身に
余るお祝いパーティまで開いて下さいまし
て感謝の気持ちで一杯です。二人にとっ
て記憶に残る素晴しい思い出の一日となり
ました。本当にありがとうございました。
L.竹田宏一 この度、松江市田和山に「さ
んさんビル」を皆様のご支援で竣工するこ
とが出来ました。ぜひご利用いただけれ

ば幸いです。ありがとうございました。
L.古志野功 父の葬儀にあたり、メンバー
の皆様に多数ご会葬をいただきありがとう
ございました。心より御礼を申し上げます。
L.平野洋一 L.安達盛二、クラブ優秀賞受
賞お目出とうございます。サックスの3人
不思議な気持ちで聞きました。
L.坂根　勝 本日は忘年家族例会に家内
共に参加させて頂き、ありがとうございま
す。楽しく、ひとときを過させていただきま
す。先般、山本様、寺﨑様はおめでとう
ございました。披露宴の際の写真をいた
だきましたので。
L.木村泰明 今日も二人で出掛けました。
楽しい例会ありがとうございます。写真い
ただきありがとうございました。
L.竹内房雄 アワード受賞の皆様おめでとう
ございます。
L.中村　誠 写真いただきありがとうござい
ました。
L.鷦鷯　治 写真をいただきありがとうござ
いました。
L.岸本義之 写真いただきありがとうござい
ました。
L.塔村正樹 各種アワードを受賞された
方々おめでとうございます。感謝。
L.森山正雄 写真ありがとうございました。
L.大野美雄 計画・PR委員会の皆様、楽
しい忘年例会を有難うございました。
L.松浦祐一 写真ありがとうございました！
L.永原秀治 写真を1枚頂きありがとうござ
いました。家族会員の承認おめでとうござ
います。ほっとしました。
L.瀬﨑　剛 写真を頂戴しました。ありがと
うございます。
L.實重正樹 L.安達盛二、クラブ優秀賞お
めでとうございます。メルビンジョーンズフェ
ローの皆様、おめでとうございます。プラ
レール楽しかったです。By幸助、勇助、
良助。
L.山﨑秀幸 写真をいただきありがとうござ
いました。
L.赤名健司 安達盛二さん、2012～2013
年度クラブ優秀賞おめでとうございます。
サックスの三人も最高でしたよ。
L.佐々木幸美　安達前会長、クラブ優秀賞
アワードおめでとうございます。昨年の年
次大会のくやしさが少し癒えたような気が
します。心底ほっとしました。前幹事とし
て皆様に御礼申し上げます。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‼

（L.藤井祥一）

松江市乃木福富町735番地175
TEL 21-3995　FAX 31-5578
http://agoben.com/

アゴおばさんの健康弁当“アゴ弁”
アゴおばさんは、弁当を通して社会に貢献します。
手作りにこだわります。ダシ作りに手間ひまかけて

優しい食事と心をお届けします。

・・

（L.鷦鷯　治）

（L.佐藤　茂）

本　　社　〒690-0012  島根県松江市古志原３-1-7
　　　　　TEL（0852）59-3474　FAX（0852）59-3475
江津支店　〒695-0017  島根県江津市和木町602-16
　　　　　TEL（0855）52-0341　FAX（0855）52-4378
大田支店　〒694-0064  島根県大田市大田町大田口984-5
　　　　　TEL（0854）84-0380　FAX（0854）84-5711

●三井住友海上火災保険
●三井住友海上あいおい生命
●オリック ス 生 命 保 険

（取扱保険会社）

（L.平野洋一）

㈲朝日防水工業
屋上、バルコニー、外壁

大丈夫ですか、点検致します。
〒690－0821
松江市上東川津町1200－3
TEL  0852－26－3735
FAX  0852－31－6023

（Ｌ.野坂正史）

（L.佐々木幸美）

松江市伊勢宮町５37銀座ビル1F

TEL ０８５２（24）6828
営業時間 PM5：００～AM3：００

北海肴市場

（L.近藤晶美）

㈲ 野 津 商 事

（Ｌ.野津祐一）
ＴＥＬ.0852-21-3073

アパート等は当社へ。仲介料ナシ

代表取締役　野 津 祐 一
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１月号の会報写真テーマは「宍道湖大橋」。新年に相応しい
快晴の午後、直感的に山陰合同銀行本店14階展望フロアに
登った。
やはりここはいつ来ても360度美しい景色が広がっている。
見下ろすとジオラマの風景が広がり、静かな湖面に架かる宍
道湖大橋をミニカーのような車が行き交う。見慣れた景色の
はずだが、視線が変わるだけで非日常的な景色に感じてしまう。

表紙の写真　「橋のある風景 7」

宍道湖大橋
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