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■■■ 例会プログラム ■■■    

例会日 卓話者 演題 

12月12日 会員 堀江卓男 会員スピーチ 

12月19日 会員 大島卓爾 会員スピーチ 

12月26日 山根 千恵美 様 
「元気に健康でいるために 

今できること」 

■■■ 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

42   29 13 (3)  74.36 % 82.05 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
飯塚大／大谷／園／高砂／石原輝／板垣／園山／土江／三好／恒松 

（山根／牧野／木村）  

■■■ 来訪者 ■■■  

な し 

■■■ メークアップ ■■■  
12/8 高砂・加藤喜(益田)  12/9 遠藤・黒田・大島卓(出雲中央) 

12/10 遠藤(出雲)      12/11 遠藤・黒田・大島卓(大社) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（12月 26日） 土江光二／河原治子／原 孝士  

（ 1 月 9日） 大谷良治／原 泰久／堀江卓男  

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   
月 出雲中央 12/30(休) 松江南   

火 出雲 12/24（休） 12/31（休） 松江しんじ湖 12/17 12/31

水 大社 12/25(休) 松江   12/18 12/25 

木  
松江東 12/19 12/26  

       26．1/2(休) 

金 出雲南   

■■■ 副会長挨拶 ■■■   

いよいよ、今年も半月余りとなりました。会員

の皆様、年の瀬を迎え何かとご多用の日々と

存じます。 

 本日は、会長欠席のため私代理で御挨拶

申し上げます。 

肩の凝らないお話は、だれからも歓迎されます。今日は、スポーツの話を

少しします。 

 日本シリーズでは、楽天が日本一に輝きました、エース田中投手を中心

にチームワークの粋を極めた勝利でした。また、私が応援する広島カープ

がセリーグＡクラスとなり大変喜びましたが、立役者、前田健太投手の大リ

ーグ挑戦、そして楽天田中投手などもその野心を持っています。大リーグ

の大舞台で活躍する勇壮な姿が見たくもあり、一方日本球界にとり寂しさ

もあり、複雑です。ゴルフ界でも松山選手の活躍は素晴らしいのですが、

先週の男子ゴルフ、日本シリーズＪＴカップで宮里優作選手がプロ１１年

目で初優勝を飾ったことは、印象に残ります。 また、国際オリンピック委

員会によれば、９月のＩＯＣ総会で落選した、野球、ソフトボールがバッハ

新会長の考えで２０２０年東京五輪で復活する可能性がある見解を示し

たことは、日本のお家芸でもあり今後も協力に推進していただきたいもの

です。以上、今日はスポーツのお話をしました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

1．例会変更 

○ 大社RC  H26.1/8(水)  新年賀夜間例会 １８：３０～  

於) ますや旅館 

    受 付  11：30～12：30  事務局 

○ 松江東RC H26.1/30(木) 松江４クラブ合同夜間例会 

    受 付  12：00～12：30 ホテル一畑   

２．休   会 

○ 大社RC  H26.1/29(水)    受 付  な し  

３．出雲中央RCより卓球大会参加のお礼状をいただきました。 

４．ホテルほり江様よりお歳暮をいただきました。 

■■■ 理事会決定報告 ■■■   

○ 「ポリオ撲滅のための推奨年次目標基金の設定」(裏面メッセージ参照)

について、加藤昇Ｒ財団委員長・河原治子会長ノミニー・清原正幸

次々年度幹事同席の理事会で審議し、「ポリオ撲滅」という世界で良

いことをしようという目的に賛同し、今年度、クラブで１,５００米ドルの寄

付を決定しました。 

今年度、会員一人あたり３,０００円の個人寄付を、翌年２・３・４月に 

分けて徴収させていただきます。 

○ 平田音楽協会「２０１４年 青少年新春コンサート」後援依頼の承認 
  一人一枚(1,000円)チケット購入協力をお願い致します。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

クラブ広報委員会 ： 「ロータリーの友」 12月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■  

佐々木 (先週の忘年例会では、出席親睦委員会さんの見事な設

営により、非常に楽しい時間を過ごすことができました。大変

お世話になりました。 また会員・家族の皆さんには、多額の

年末助け合い募金にご協力頂きありがとうございました。 

堀江会員、本日のスピーチよろしくお願いします。) 

杉原 （堀江会員、スピーチ宜しくお願いします。) 

清原 (堀江会員、楽しいスピーチ期待しています。) 

來間 (堀江会員とは同級生です。本日のスピーチ楽しみにしておりま

す。) 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

会員スピーチ   堀江卓男 会員 

【卓球の話】 私の名前、卓男という名前は、もしかして卓球を意識しての

ことだったのでしょうか。兄の影響もあり、小学校５年生から卓球を始めま

した。高校までやっていました。平田は、卓球が盛んで強い方がたくさんお

られます。そんな中で私は県でベスト８まで行けました。高校３年生の時

には、他の高校の方（女子）から名前を聞かれたこともありました。なんに

も進展はありませんでした。 

 先日のロータリー卓球大会で平田チームは優勝もありえたのではと思っ

ています。捨て駒戦術（先の展開における優位を得るため、あえて相手に

駒を取らせること）をとったのですが、最後までこの戦術を使わなかったのが

悔やまれます。これからも卓球熱が広がっていけばと思います。個人的に

は勝部さん（事務局）に練習で負けてしまったのが意外と悔しかったです。 



【私ごとの近況】 パチンコをやります。当初料理人として社会に入った時

その方々とのおつきあいもあり、するようになりました。最近、やめました。ト

ータルではかなり勝っている状態です。なぜなら「勝つと、パチンコ玉のたっ

ぷり入ったケースを自分の側に山詰みされます。それを他人に見られるの

が恥ずかしくなってしまいました。「仕事をしとられるんだろうか」などと見ら

れ方をするからです。 

 さらに今年の４月に大好きなマージャンもやめました。マージャンは横浜

の中華街に勤務していたころからです。場所的にも大変さかんでした。や

めるまでは寝る間もおしんでマージャンをしていました。そして、最近はゴル

フに没頭しています。 

 12 月でスケジュール帳を新しくする時期にさしかかっています。そんな時

期だからこそ自分が年間どれぐらい飲む機会があるのかをしらべてみました。

一番多かったのはＪＣ関係者で主催して行っています、「100 キロ徒歩の

旅」という取り組みの中で飲んだ回数です。ちなみに次は、ロータリー、料

理組合の順です。 

 「100キロ徒歩の旅」は、出雲市内の小学生4,5,6年生を対象とした取り

組みで、ＪＣのＯＢが主となり実行委員会を組織しています。運営部会と

研修部会があり、私は運営部会に所属してコース設営、宿泊・休憩ポイ

ントの選定などをやっていました。もうひとつ研修部会があり、島大ボランテ

ィアさんをイベントスタッフとしてやっていけるように、10 回ぐらい研修を行い

ます。簡単に言うと、子供たちがしっかり100キロ歩けるように時には、ほめ

たり、ときには叱ったりする方法を教えます。開催中、私の役割は、子供た

ちに対して厳しく接し、救護車に乗せないようにする係でした。そこでエピ

ソードを一つ、細いお子さんがいました。なかなかついて歩くのがやっとでし

た。それでも乗せなかった。その子は100キロなんとかおえることができ、後

日談ですが、来年もまた参加したいと聞いています。いい意味で乗せなく

てよかったと思いました。 

【ほり江（事業所）】近年は、ブライダル

の売上が６割～７割ぐらい、残りが宴

会・会合でした。しかしブライダル業界

は競合他社がたくさん進出してきてい

ます。披露宴をする方も減ってきてい

ます。ただ、出雲大社の遷宮効果・縁結び効果で全国的にも脚光を浴

びています。その恩恵を受けるために、料亭ほり江を改装しました。出雲

大社で式を挙げ、近隣で披露宴を行う需要をうまく取り込みたいと思って

います。 

 「我が子供たちが成人になるまでは頑張りつづけたいです！」 
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ポリオ撲滅のための推奨年次目標基金の設定について 

ロンＤ・バートン ＲＩ会長、 

李東建 ロータリー財団管理委員長からの要請メッセージ 
 

ロータリーとそのパートナー組織の努力により人類を脅かしてきたポリ

オはまもなく地球上から撲滅されようとしています。ロータリアンとして私

たちはポリオの撲滅を達成するまで努力を続けなければなりません。 

 ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、この度、ロータリーへの深い信頼

から、ロータリーとのパートナーシップ拡大に合意しました。この合意に

より、２０１３年から２０１８年まで、ポリオの予防接種を直接支援する

ためのロータリーからの寄付に対し、ゲイツ財団が２倍の額を上乗せし

ます（上乗せの対象となるのは、毎年３,５００万米ドルまで）。 

 世界はロータリーのリーダーシップに大きな期待を寄せています。各ク

ラブに、年次寄付の目標に加えて、２０１３－１８年度までの期間中、

ポリオ撲滅のための推奨年次目標１,５００米ドルを設定するよう奨励

します。 

小規模クラブにとって、この目標は容易ではないことに鑑み、可能な

クラブには、より多額の寄付をいただけますようお願いいたします。なに

より重要なことは、すべてのクラブが独自の目標を立て、それに向かっ

て努力することです。 

 


