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■■■ 例会プログラム■■■   

例会日 卓話者 演題 

11月17日 
出雲市 副市長 

 黒 目 俊 策  様 
今後の出雲市の課題 

11月24日 
平田広域交番 所長 

 警 部 毛 利 美 樹 様 

島根県警察における基盤整

備の基本構想について 

12月 1日 
割烹温泉 ゆらり  

１８：３０～ 
忘年例会 

■■■ 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

38 27 11(5) 81.82%     ―   % 

■■■ 欠席者 ■■■  

來間／園山／桐原／石原輝／高砂／杉原朋 

（石原恵／山根／牧野／杉原邦／原光） 

■■■ 来訪者 ■■■    

 西尾・石田（大社） 

■■■メークアップ ■■■  

 大谷・大島卓・原泰・桐原・内田・遠藤（出雲南） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（12月 1日）  桐原善行／山根章一／遠藤 栄 

（12月 ８日）  釜屋治男／福田磨寿穂／河原治子 

■■■ 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   松江南  

火 出雲  松江しんじ湖 12/20 12/27

水 大社   松江   12/21 12/28 

木  松江東   

金 出雲南  11/11  12/23・30（休）  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

ロータリー財団月間に因んで 

1917 年 6 月 アメリカ アトランタの国際大会でクランプ会長がロータリ

ー基金の創設を呼びかけ「世界でよいことをしよう」と言う言葉がロータ

リー財団の標語となっている。1926 年ミネアポリス大会で、正式に「ロ

ータリー財団」が設置されました。ロータリー財団は2005年「未来の夢

計画」委員会を発足させ6つの重点分野（1.平和と紛争予防、解決 2.疾

病予防と治療 3.水と衛生設備 4.母子の健康 5.基本的教育と識字率向上 

6.経済と地域社会の発展）を設定しました。2009年世界531地区から100

地区を「パイロット地区」に指定し2010年より3年間の試験運用に入り

ました。日本では第2770・2830・2760・2690地区の6地域が選ばれてお

ります。クラブと地区は新地区補助金制度を通じて、地元の奉仕活動の人

道的プロジェクトや職業奉仕や奨学金などの教育的プロジェクトを実施

することが出来ます。 

■■■ 幹事報告■■■  

１． 例会変更 

   〇 出雲ＲＣ 12/13（火） 18：30～ 忘年家族会  

於）ニューウェルシティ 

      ビジター受付 11：30～12：30 ホテル武志山荘 

   〇 大社ＲＣ 12/14（水） 18：30～ 忘年家族会  

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

    〇 出雲中央ＲＣ 12/26（月） 家族同伴忘年例会  

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

２． 休  会 

   〇 大社ＲＣ  11/23（水） 祝日    

       〃    12/28（水） 定款第6条により 

      ビジター受付 な し 

   〇 出雲ＲＣ  11/29(火) ・ 12/27(火) ・ Ｈ24 1/3(火) 

      ビジター受付 な し  

３． 伊藤文利ガバナーより2011-2012年度ガバナー・ノミニーとして森本

信一氏（津山ＲＣ）を正式決定の通告がありました。 

クラブ細則第5条第1節により12/15（木）年次総会を開催致します。 

よって第3条第1節により次年度役員、副会長（次々年度会長）、直前

会長を含む 7名の理事の立候補ないし推薦のある方は本日より 7 日間

文書でもって受付いたします。 

■■■ スマイル ■■■  

西尾（大社ＲＣ）（メーキャップにお邪魔しました。宜しくお願いします。） 

石田（大社ＲＣ） （久し振りにお邪魔致しました。次年度は大社ＲＣ

からＧ補佐を輩出いたします。今日は予定者の西尾会員と一

緒に参りました。どうぞよろしくお願いします。） 

大島治 （本日のスピーカーに、出雲市 黒目副市長をお迎えして、よ

ろしくお願い致します。） 

大島卓（大社 石田元ガバナー補佐、西尾次期ガバナー補佐をお迎

えして） 

飯塚大 （黒目副市長様ようこそいらっしゃいました。 大社ＲＣ石田

様西尾様ようこそいらっしゃいました。 一畑薬師茶会には、会

長様始めたくさんの会員の皆様に起こしいただき誠にありがとう

ございました。） 

佐々木 （大社ＲＣ 石田様、西尾先生 ようこそいらっしゃいました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

出雲市副市長・黒目俊策様  「今後の出雲市の課題」 

実質公債費率

21.9％は県内８市

で最低。全国市町

村平均の 11.2%より

10.7%も高い。全国

790市町村中20番

目に高い。（H.21） 

公債費、扶助費

が年々増加し、出

雲市財政は深刻で

ある。歳入の約 3 割を占める地方交付税は、合併に伴う特別加算が平

成27年度から段階的に減額され、平成32年度には 30億円の一般財

源の減額が見込まれる。今後は事業の選択と集中により歳出面で大幅

なスリム化を図り、収支がプラスに転ずるようにしなければ、市財政の運営

はきわめて危うい。歳出面で大幅なスリム化を図るため、具体的な数値

目標が必である。 

  


