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■■■ 例会プログラム ■■■    

例会日 卓話者 演題 

12月19日 会員 大島卓爾 ｢ロータリーの初心にかえって｣ 

12月26日 
健康運動指導士 

山根 千恵美 様 

「元気に健康でいるために 

今できること」 

1月 9日 ホテルほり江 １８：３０ ～ 新年例会 

■■■ 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

42   32 10 (3)  82.05 % 94.87 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
石原俊／大谷／曽田／石原輝／園山／土江／三好  

（山根／牧野／木村）  

■■■ 来訪者 ■■■    

吾郷ガバナー補佐・原田グループ幹事 

■■■ メークアップ ■■■   
な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（1月 9日） 大谷良治／原 泰久／堀江卓男  

（1月 16日） 小松博幸／飯塚詔夫／石原輝男  

■■■ 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 12/31  

26．1/29 

水 大社 12/25(休) 松江  12/25  26．1/29 

木  
松江東 12/19 12/26  

       26．1/2(休) 

金 
出雲南 12/27（休） 26．1/3（休） 

26．1/24 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

「ポリオ撲滅」 

 本日のお客様は、出雲南クラブから第2690地区第4グループガバナー

補佐・吾郷紘一様、同グループ幹事・原田明成様です。明年3月2日に

ＩＭ（InterCity Meeting）いわばロータリアンの勉強会が松江で開催され、

それを司っておられるのが吾郷Ｇ補佐であり、そのＰＲにお越しではないか

と思いますが、このあとお話しをどうぞよろしくお願いいたします。 

 先週は、会長欠席で失礼しました。内田副会長には大変お世話になり

ました。「師走」とはよく言ったもので、普段、暇をもてあましている坊さんも

愈々追い詰められて走り出すのが 12 月と言うことであります。追い詰めら

れた私は、北海道の分院を訪問しておりました。堀江会員の卓話を拝聴

し損ねて残念でしたが、週報で拝読し、もっとも元気な若き青年経済人

の一人として、益々ご活躍ご成長の様子がうかがえ、大変頼もしく感じて

おります。今日は同じく元気な青年経済人の石原会員の卓話が中止とな

り、ピンチヒッターでさらにお元気で重鎮の大島会員にご高説をいただくこと

になりました。 

 佐々木幹事より先週説明がありましたように、ポリオ撲滅の特別寄付の

お願いです。世界の奉仕団体のロータリアンとして絶大なるご協力をお願

いします。ポリオと言うと現代の日本人にはピンときませんが、過去にインド

へ行ったとき、バスから降りると囲んでくる物乞いの人々。身体をくの字に、

いざってあとを追ってくる人。仏教聖地は今も貧しいビハール州に集中して

おり、その地域でたくさんのポリオに苦しむ人々を垣間見てきました。私た

ちのささやかな奉仕の心が、ポリオ撲滅の一助になることを念じて止みませ

ん。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

1． 例会変更 

○ 出雲南RC  H26.1/24(金)  夜間例会(新年会)  

    受 付  11：30～12：30  事務局 

○ 松江RC H26.1/29(水)→1/28(火) 松江4RC合同夜間例会 

    受 付  12：00～12：30  ホテル一畑 

○ 松江しんじ湖RC  H26. 1/28(火) 松江4RC合同夜間例会 

     受 付  12：00～12：30  すいてんかく 

2． 休   会  

    ○ 出雲南RC  12/27(金)  定款第６条により 

              H26.1/3(金)     〃 

   受 付  な し 

3. ガバナー事務所年末年始スケジュール 

12月27日      平常通り 

12月28日～1月5日 休業 

1月6日           平常通り （9時30分～16時30分） 

 

■■■ 第4グループガバナー補佐 吾郷紘一様 来訪ご挨拶  

平成26年3月2日（日） 

ホテル一畑に於いて開催される 

ＩＭへの登録出席のお願いがあり

ました。 

 

 

 

 

 

■■■ スマイル ■■■  

吾郷ガバナー補佐・原田明成グループ幹事 

     (ＩＭよろしくお願い致します。) 

飯塚大 (吾郷紘一ガバナー補佐、原田グループ幹事ようこそいらっし

ゃいました。大島会員のスピーチよろしくお願い致します。) 

槇野・恒松・黒田・河原・内田 

     （吾郷ガバナー補佐、原田グループ幹事様 ようこそいらっしゃ

いました。） 

佐々木 (吾郷紘一ガバナー補佐、原田グループ幹事本日はありがと

うございます。 大島卓爾会員、本日のスピーチよろしくお

願いします。) 

大島卓 （吾郷Ｇ補佐、原田幹事ようこそいらっしゃいました。 本日

は臨時で会員スピーチを行います。内容は「初心にかえっ

て」と致します。よろしくお願いします。) 

加藤昇 (吾郷ガバナー補佐、原田グループ幹事さんようこそいらっしゃ

いました。河原治子会員のお心遣いに感謝して。） 



高砂  （吾郷紘一ガバナー補佐、原田グループ幹事 ようこそいらっ

しゃいました。 今後の御指導よろしくお願いします。） 

田中浩 （吾郷様、原田様ようこそ。いつもお世話になります。 

途中15～20分程雲隠れします。申し訳ありません。） 

小松  (吾郷先生と 同級生の原田君をお迎えして。) 

 

 

 

 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

会員スピーチ    大島卓爾 

― ロータリーの初心にかえって ― 

 

 今年は新入会員も増

えましたので、初心にか

えってロータリーらしい話

をしたいと思います。 

 ロータリーは奉仕団体

です。奉仕のやり方には

いろいろありますが、ロー

タリークラブでは、独特の

奉仕を提唱しています。

それは職業奉仕です。職業奉仕とは自分の職業を通じて、他人のために

貢献しようとすることです。少々理解しにくいと思いますが、ハードとソフト

で言うとソフトな奉仕であり、自分自身の質を高め、より立派になることに

よって、社会に役立っていこうということであります。 

 それには例会に出席し、職業の異なった者同志が、自分の人生観、職

業観をお互いに交換し合い、人格の交流を通して自分の何が役立つか 

を勉強し探し出す努力をすることです。  

また人生の目的はお互いに助け合って社会を良くすることだと思われま

す。ロータリーはその道しるべ(指針)になると思います。 

 次にロータリーの魅力は 

① 世代を超えた異業種交流ができる 
② 多くのことが学べ、人間として成長できる 
③ 職業倫理を呼び起こすことができる 
④ 職業の有用性、公益性を感じさせてくれる 
⑤ 奉仕を通じて、他の地域活動とのつながりがもてる 
⑥ ロータリーの信用   等  々

 ロータリーの哲学とは 

① 難しいことを易しく 
② 易しいことを深く 
③ 深いことを楽しく 
 

 

 

 親睦について 

ロータリーで言うところの親睦は、楽しみながら触れ合うこと、自分の足

らざるところを他のロータリアンから学び合うことです。それは、芋を桶の中

に入れてかき混ぜると、芋と芋がこすれ合って皮がむけ磨かれていくように、

ロータリアン同志がクラブの中で集団で学ぶということです。 

 ロータリーの目的は 

① 真実(真心、感謝の心) 
② 慈愛(親切、思いやり) 
③ 平和(世界に共通する人を愛する心) 
 このようなことが載っているロータリー手続き要覧は規則ではないのです

から、上から押し付けた文言などはありません。 

 ロータリーの理論はすべて概念であり、標語も理論もロータリーの永遠の

テーマであります。ロータリーはいい人になれる、いい組織であると思ってお

ります。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

歳末たすけあい募金     社会奉仕委員会  

12月5日忘年例会の際にご協力いただきました歳末たすけあい募金を、

「万田の郷」・「るんびにぃ苑」に寄付いたしました。 

 

 


