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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 高砂 明弘    副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造    会計／ 伊藤 義徳

■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

4 月 22 日 

飯塚詔・内田・恒松会員 

クラブ広報委員会 

佐々木 会員 

地区協議会報告 

地区雑誌・広報委員長会議

報告 

4 月 29 日  休 会（祝日）  

5 月 6 日 杉原 朋之 会員 新入会員スピーチ 

5 月 13 日 休 会  

5 月 20 日 持田 稔樹 会員 会員スピーチ 

■■■ 出席報告 ■■■ 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率 

36 29  7 (3) 87.88 % 93.94 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

河原／持田／園山／大島治 （石原恵／山根／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（5 月 6 日）  清原正幸／牧野昭雄／槇野良文 

（5 月 20 日）  平野順一／大谷 孝／佐々木哲也 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■ 

   （出雲）                 （松江）  赤文字 例会変更 

月 出雲中央ＲＣ  月 松江南ＲＣ  

火 出雲ＲＣ  火 松江しんじ湖ＲＣ  

水 大社ＲＣ  水 松江ＲＣ 4/28 5/5(休) 

  木 
松江東ＲＣ 5/6(休)  

5/20 6/24 

金 出雲南ＲＣ 4/30(休) 5/7   

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

亭主関白とは一般に、一家の亭主がその家においてもっとも偉い

ことを表す言葉で、亭主が家庭内で威張る状況、夫が全権力を持

つことと想像されると思います。 

ところが、最近全国亭主関白協会なる協会があることを知りまし

た。その協会によれば、亭主関白の本来の意味が知られていないと

言う。歴史を紐解けばすぐわかるが、関白とは天皇に次ぐ２番目の位。

家庭内ではカミさんが天皇であるから、「関白」とは奥様を補佐する

役目である。「亭主」とは、お茶を振る舞う人、もてなす人という意味。

つまり、真の「亭主関白」とは、妻をチヤホヤともてなし、補佐する役

目である。 

ここに三原則を紹介します。 

「愛の三原則」 ありがとう、ごめんなさい、愛してる 

「非勝三原則」 勝たない、勝てない、勝ちたくない 

「家族の三原則」 聞こうよ、書こうよ、話そうよ 

「夫婦ウルオス三原則」 しゃべる、たべる、ふれる 

「浮気三原則」 しない、してない、する気もない 

以上みなさんももう一度亭主関白について考えてみてはいかがでしょ

うか？ 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄの変更  5/1 より  1 ドル 92 円 ( 現行 90 円 ) 

２． ｶﾞﾊﾞﾅｰ・エレクト小林完治様、次期地区代表幹事 前島智征様より

4/11(日)開催されました地区協議会出席のお礼状を頂きました。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

プログラム委員会 ： （加藤喜委員長） ： 5 月、6 月の例会予定の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

高砂 （飯塚大会員、普陀山マラソン完走お疲れ様でした。今後も日中

友好にご活躍されます様。 田中祥貴会員、先日は白鳥会 大盛

会おめでとうございます。 小村幹事さんテレビ出演おめでとうござい

ます。少し演技が硬そうでした。大雲画伯の様子が良くわかりまし

た。） 

小村 （ケーブルテレビ出演、大変ご迷惑をお掛け致しました。） 

杉原 （テレビ「ゲゲゲの女房」で結婚式がありましたが、私の結婚式もテ

レビと同じ昭和 36年でした。自宅で夕方6 時から始まって夜明けの

6 時頃までどんちゃん騒ぎが続きました。実質 50 年夫婦になります。

テレビを見て家内に「スキーに連れて行く」と言っていながら・・・  

マニフェスト違反だと責められました。） 

原光 （高砂会長より待望の時計を寄付いただきました。ありがとうござい

ました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

地区協議会報告 （２） 
 

クラブ奉仕部門                     飯塚詔夫 

１） 例会プログラムについての工夫 

２） 出席率アップへの工夫 

３） 会員増強 会員維持の工夫 

４） 新入会員のためのフォロー 

５） 親睦活動についての工夫 

 

以上５つの設問について各クラブよりいろいろ発表があり、特に会員増強は 

どのクラブとも大きな関心事であり又問題点でありました。 

 

 

職業奉仕部門                           内田節夫 

予め次の三つの問いについてアンケートが求められました。 

1） 「四つのテスト」の活用についての工夫は‽ 

2） 10 月の職業奉仕月間は、どのように計画していますか。 

3） 職業の品位を高める工夫と努力の実例を教えてください。 

 の 3 つであり、2690 地区 67 クラブの出席者の意見発表があった。 

 

 



時間の余裕がなくクラブからの発表は10 クラブ程度となったが、特筆すべき内

容はあまりなかったが、次のような発表があった。 

○出前授業や講演、新世代のための職業意識涵養、高校生向けの職業セ

ミナー（岡山東）、○会員からのスピーチ月２回（米子東）、○自社職員に対

する職業意識の向上に関するすすめ（笠岡東）、○月並みだが、自分の職

業にまわりの人が喜ぶ、うそのない仕事（倉敷）、○会員の職場訪問インタビ

ュー実施（職業奉仕インタビュー）毎年１０～１５会員にインタビューし、週報

に載せる（岡山南）、○経営理念、営業理念等よく認識し、クラブ会員に理

解を求めることで、職業奉仕につなげる（美作）、ほか発表があった。 

 

また、アンケートの問いについて、数クラブから質疑があり、実績を発表するよ

うな今回の協議会の進め方については理解できない。参加している自分たち

新年度の役員が、これから活動すべきその考えや抱負について、協議すべき

ではないかと発言があった。 

協議会冒頭にあった、カウンセラーの渡辺元ＲＩ理事の講演については、多

くの出席者から、素晴しかったと会場から感謝の声が広がった。 

その一部を述べます。 

「職業奉仕の重要性について」と題しお話された内容について、その一部を

紹介します。 

① ロータリーのピンを付けている人について 

② 私に与えられたテーマは「職業奉仕の重要性」であります。 

③ ロータリーの樹・2008 

④ 「クラブ奉仕」「ロータリーの綱領」「四つのテスト」公式標語「超我の奉仕」

現在、第二標語として「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」 

 

それぞれの職業で業務力の向上目指し、業を磨くこと、そして最高の職業

人としての力を発揮することが、社会に奉仕することだと考える。 

 

 

ロータリー財団部門                   恒松克己 

○ ロータリー財団推進目標 

 

  年次寄付会員１人あたり            US＄140 

  恒久基金への寄付  ベネファクタ－      1 クラブ 1 人 

  ポ－ルハリスへの協力   

  ロータリー友の会への協力 

  

○ 新地区補助金  第 2690 地区で US ＄134，144                                

 

  地区が承認した奉仕プロジェクトに使用できる 

  1 プロジェクトの総額は 20 万円以上 

  クラブ自己資金は補助金と同額、またはそれ以上 

  申請には、クラブ財団委員長の連署を要する 

  複数クラブでの共同使用も可能 

 

 

地区雑誌・広報委員長会議 報告 
（3／28 開催 於 くにびきメッセ）  

クラブ広報委員会 （今年度）           佐々木哲也 

 

4月のロータリー雑誌月間を迎えるにあたり、3月28日、松江くにびきメッセに

おいて地区雑誌・広報委員長会議が開催された。当日はガバナーご臨席の

下に、「ロータリーの友」 二神典子編集長 （松江市出身。平成21年11月、

第2750地区 東京築地ロータリークラブに入会） による講演があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、鐘築一雄 「ロータリーの友」 第2690地区委員 （松江東ＲＣ）から、

ロータリーの友誌を読むために２つの提案がなされた。 

（ガバナー月信 4月号を参照） 

１） 例会で会員が順番に内容説明を行う 

２） 新入会員に月一度、内容説明を行わせる 

 

月刊「ロータリーの友」 

「ロータリーの友」は、Rotary World Magazine Pressの一員で、日本

全国のロータリアンを結ぶ唯一の雑誌である 

「横組み」は、ロータリーの特別月間に合わせた特集記事、国際ロー

タリー（ＲＩ）の重点事項や日本のロータリアンの関心事項などに関

する特集、ＲＩ指定記事などで構成されている 

「縦組み」は、日本国内のロータリアンのコミュニケーションならびに情

報交換を目的に、主に投稿記事で構成されている 

ウェブサイト 「ロータリージャパン」 www．rotary．or．jp 

ロータリアン以外の一般の人々に向けロータリーの活動を紹介 

会員向けにも各種のデータを掲載 

広報誌 「ROTARY 世界と日本」 

一般の人々向けに、ロータリー用語を使わないで、ロータリーを紹介

地区大会、クラブの公開講座、スポーツ大会、地域の祭り、募金活

動などの折に配布いただいています 

広報誌 「ROTARY あなたも新しい風に」 

会員候補者や新入会員にロータリーの概要を知ってもらうための冊子

例会や地区大会、国際大会の紹介や、職業奉仕、親睦活動につい

ても紹介 


