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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 田中 久雄    副会長／ 原 孝士 

幹事／ 飯塚 大幸    会計／ 黒田 昌弘 

■■■例会プログラム 

例会 卓話者 演題 

5 月 1 日 地区協議会出席者 地区協議会報告 

5 月 8 日 会員 常松秀清 会員スピーチ 

5 月 15 日 会員 福田磨寿穂 新入会員スピーチ 

■■■出席報告 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 
前回 

補正率 

44 39  5 (1) 90.70 % 85.71 % 

■■■欠席者 

恒松／黒田／原光／堀江  （石原恵） 

■■■MU 

な し 

**************************************************** 

■■■次回例会受付当番 

（5 月 15 日） 高砂明弘／荒木 貫 

■■■近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう 

                           赤文字 例会変更 

月 松江南クラブ  水 大社クラブ 5/7 

月 出雲中央クラブ 5/19 5/26 木 松江東クラブ  

火 松江しんじ湖  金 出雲南クラブ 5/2(休)  

火 出雲クラブ  5/6(休)   

水 松江クラブ   （第 1・3 水） 平田 RAC 

■■■副会長挨拶■■■ 

今日は会長が不在ですので、会長見習として壇上へ上がりました。 

会長さんは勿論のこと、会長ノミニーさんも雄弁家ですが、中に立つ会長

エレクトの私は至って無口なので、挨拶が苦手です。 

７月から毎週例会スピーチをしなければならず、心配しています。 

30 年前のＪＣ（青年会議所）理事長の時は囲碁の話しをしました。 

ロータリーでも何かテーマを絞り、スピーチをしたいと思っています。 

退屈でしょうが１年間よろしくお願いします。 

 

 

 

■■■幹事報告■■■ 

１． 例会変更 

出雲中央ＲＣ 5/19(月) 職場訪問例会 ・ 5/26(月) 夜の例会          

 ビジター受付 11:30～12:30 事務局  

２． 休  会 

 出雲南ＲＣ 5/2(金) 定款により  ビジター受付 なし 

３． ロータリーレート変更 5/1 より １ドル 102 円 （現行 98 円）  

４． 高梁ＲＣより創立 35 周年記念「カンボジア圓山小学校と周辺地域支

援 10 年の歩み」のＤＶＤを頂きました。（事務局） 

 

 

■■■スマイル■■■ 

原孝 会長の練習をします。 

三代 今日は八十八夜です。島根がん対策募金商品のペットボト

ルをつくりました。お試しください。     

錦織   先般は新入会員の研修会を開いていただき感謝しています。 

同時に御礼を申し上げることが遅れたことをお詫び致します。 

約 12 分間の短時間でありましたが大島ＳＡＡが資料持参で

要領よく会員としての心構えを中心にご講話をされ、益すると

ころは大なるものがありました。また、森山大先輩を始め諸先

輩会員がご多用の中をわざわざご出席いただき、ご激励を賜

ったことは今回の新人 3 名が偶然にも平田在住でないだけに

大変心強く思っているところです。今後とも宜しくご指導下さい 

 

■■■スピーチ■■■ 

 

地区協議会報告 
 

【職業奉仕部門】   ：   平野 順一 

ロータリーの原点は職業奉仕である。 

そのためには４つのテスト中心に活用して、会員教育をはかり（特に入会３年

未満会員）ロータリアン教育を行なう。 

☆出雲ＲＣ 

毎回全員唱和をしている。印刷物を全員に配り会員宅に掲示し職業

倫理を高める。あまり難しく考え過ぎず、もう少し楽に考えよう。 

☆出雲中央ＲＣ 

会員が全員で唱和する。 

☆出雲南ＲＣ 

例会で月に一回唱和し、額付で会社に掲示する。 

言葉・形から入って行く事も必要である。 

☆津山西ＲＣ 

奉仕の基本理念が軽視されがちで現実は会員増強・財団への寄付が

重視されている。 

 

今後、４つのテストの勉強会が必要である。 

 

 

【社会奉仕部門】   ：   荒木 貫 

「水保全・ごみの分別と減量化」 

上記の表題を頂いていましたが、当クラブでは当て嵌まる活動が見あたら

ないので、今までの活動を書いて提出しました。当日は各クラブの活動

状況から５つの内容に分けられてクラブ発表が行なわれました。 

 

 

 



１． 地域から取り組む地球環境の保全 

（森林の保・全都市の緑化計画） 

   米子クラブは【町にみどりを】 で市内の川沿いに植樹をし続け今は

日野川の源流の森林保全活動を県と共に行なっている。  

２． ３Ｒ（リデュース・リュース・リサイクル）の推進に向けた運動 

 （産業廃棄物の発生抑制） 

松江しんじ湖クラブほか３クラブで水郷祭後の清掃、年一回の海岸

清掃活動を行っている。 

３． 優れた自然環境の保全や水辺の環境 

笠岡クラブのカブト蟹の保護観察毎月１回、総社クラブのハッチョウ

トンボの環境保全と市民への啓蒙活動は拡張の高い活動でした。 

４． 環境学習の充実（環境学習の推進 

松江東クラブの堀川シンポジュウムで家族とシジミを獲ったりしながら

環境を考える会を開いている。  

５． 玉野クラブはエコライフ玉野という団体と竹炭を作って、水質浄化

活動をしている。  

生ごみ・汚水の認識を高めるために、処理施設を是非見学したが

良いとの提言があった。 

 

最後にカウンセラーより「森、川も大事であるが海の中の汚れにも目を向

けて下さい」と発言がありました。 

 

【国際奉仕部門】   ：   田中 久雄 

カウンセラー： 倉敷南クラブ 武田鉄也ＰＧ 

挨拶・国際奉仕とは理解と親善であり夢を形に情熱をもって国際奉仕

に活躍を願いたい。 

 ２６９０地区での相手国は台湾・韓国・マレーシアが多く、笠岡・岡山

南・米子・倉敷南・益田・出雲南・出雲の活動報告があった。 

１． 交換留学生の活動 

笠岡：交換学生を中学生を対象に毎年２名 

倉敷東：台湾の生徒３泊４日ホームスティ 

２． 姉妹クラブの活動 

 岡山南：夫人同伴による台湾へ２０名 

 岡山東：マレーシアと姉妹クラブ 

 米子：台湾と友好クラブ結成 

３． 水保全活動 

 出雲：インターアクトクラブと共に宍道湖にアシを植える 

 出雲南：高瀬川クリーン作戦３００名参加 

 笠岡：カンボジアへ井戸の経済援助 

４． 識字率向上 

 益田：マレーシアへ数学のコンパス・パソコン等 授業に役立っている 

 倉敷南：バングラディッシュへ学校建築 

 

以上ほんの一部を紹介しました。            

 【ロータリー財団部門】   ：   恒松 克己 

ロータリー財団部門は延原 正パストガバナーがカウンセラーで開催され

ました。まずＲ財団の概要が説明され、来年度はガバナー目標を一人

140 ドルでご協力をと、また奉仕への実践は財団があればこそと、説明さ

れました。次に各クラブのアンケートから、各クラブの財団への取り組みに

つき発表があり、岡南クラブでは毎月 1,000 円が財団へと積み立てられ

ている、140 ドル目標推進については、Ｒ財団への理解を広めるようにと、

また現在の円高であればかってより割安ではないか、などと紹介がありま

した。 

 あるクラブから地区補助金については利用したい、もっと増額をされクラ

ブ負担金を少なくして欲しいなどの要望があり、最後に延原氏から財団

はロータリーの心です 補助金を利用するクラブが目標達成率が高いの

で、会員に説明をして利用して下さい。また来年度はロータリーカード登

録協力をと説明がありました。この件についてはプライバシー保護のため

に登録用紙は直接カード会社に送り、ガバナー事務所へは登録者の名

前だけを連絡することになっています。 

 


