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■■■ 例会プログラム ■■■    

例会日 卓話者 演題 

1月16日 
会 員 

加藤喜・原泰・釜屋 
年男の抱負 

1月23日 
平田広域交番 

所 長  秦  盛 久 様 
「振り込め詐欺」 

1月30日 大 国 瑞 恵 様 「日本のたび」 

■■■ 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   33 9 (4) 86.84 % ― % 

■■■ 欠席者 ■■■  
黒田／園山／石原俊／園／三好 （山根／牧野／木村／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■   

な し 

■■■ メークアップ ■■■   

な し 
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（１月 30日） 高砂明弘／釜屋治男／加藤  昇  

（2月 6日） 園   裕／加藤喜久／黒田昌弘  

■■■ 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  松江南   

火 出雲  松江しんじ湖 1/28 

水 大社 1/29（休) 松江  1/29 

木  松江東 1/30 

金 出雲南 1/24  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

「インドでポリオ根絶宣言」 

 先ほど加藤喜久会員より素晴らしい新聞の記事をいただきましたので

紹介します。「インドで、ポリオ根絶が宣言」されます。ポリオは、ポリオウイ

ルスによって四肢にまひを起こす感染症であり、その根絶はロータリーの重

点施策のひとつです。インドは、１９８５年にポリオ患者が約１５万人を数

え、世界の患者の半数でした。世界的な根絶運動が軌道に乗った後の２

００９年にも世界の患者数の半分を占め、保守的な慣習や貧困が残る

中、予防接種のスタッフが各地を訪問するのは難しいとも指摘されていま

した。そのインドが、過去３年間の感染者ゼロを達成し、世界保健機関

（ＷＨＯ）の定める「ポリオ根絶」の条件を満たし、インドを含む一部アジア

地域に根絶宣言を出します。ただ、隣国のパキスタンではポリオワクチンの

接種運動がイスラム武装勢力の妨害にさらされており、世界的なポリオ根

絶の障害になっているそうです。その理由は、国際テロ組織アルカーイダの

指導者ウサマ・ビンラーディン容疑者が偽の予防接種運動で得られた情

報がきっかけで米軍に殺害されたとされ、イスラム武装勢力「パキスタンの

タリバン運動」が各地でポリオ予防接種スタッフへのテロ攻撃を強めている

からです。ポリオ常在国は、パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの３カ

国とされています。 

 ４０周年まであと２ヶ月半となりました。まもなく、ＩＭもあります。ロータリ

ー活動をしっかり行って参りましょう。本日は、年男会員のスピーチ、よろし

くお願いします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．日本事務局より 

2014-2015年度、ゲイリー C. K. ホァンRI会長年度のテーマが 

「ロータリーに輝きを （Light Up Rotary）」 と発表されました。 

２．１/２３（木）５クラブ会長・幹事会を当クラブホストで開催致します。 

■■■ 理事会決定報告 ■■■  

○ 2013 年規定審議会を反映し改正された｢標準ロータリークラブ定款

（日本語版）｣を確認しました。 

本日より、毎週例会中に各テーブル内で回覧します。 

○ 2012年12月の理事会で審議・承認された木村文彦会員の欠席（期

間12ヶ月）について、2013年版 標準ロータリークラブ定款－第9条

第3節に基づき、会員の意向を踏まえて、さらに１年間の欠席を承認

しました。 

■■■ スマイル ■■■   

飯塚大 （年男会員諸氏のスピーチを楽しみにしております。 

インドのポリオ根絶宣言を喜んで。) 

佐々木 (年男の皆さん、本日のスピーチ「年男の抱負」楽しみにして

います。) 

お 礼 

持田祐 （先般の祖母の葬儀にはありがとうございました。） 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

年男の抱負 

加藤喜久 会員 （昭和17年1月 生）  

72 歳になり、健康に留意する

年頃となり、今やっているのが畑

仕事とサイクリングです。汗を流

し土を耕し、種を蒔きそして収穫

するときの喜びはひとしおです。 

気力、体力、美味しい野菜と一

石三鳥です。 

サイクリング用の愛車は、クロ

スバイクでロードレーサーとマウンテンバイクを足して 2 で割ったようなもので

高速でのツーリングに向いています。都会で運動用に大流行中だそうです。

斐伊川堤防の自転車専用道路がお気に入りです。 今の時期は早朝の

河口付近まで我が家から約18分で着きますと、そこには数千羽の真雁の

群れとコハクチョウが羽を休めています。 

7 時30分過ぎになると真雁が一斉に飛び立ちます。その羽音と鳴き声、

朝の静間を破り、実に壮観です。週末になると沢山の県外ナンバー車が

並んでいます。平田が全国に誇る季節限定の宝物です。 

皆さんもちょっと早起きして行ってみませんか。 

 

 



原泰久 会員 （昭和29年1月 生） 

皆様こんにちは。  

今年 年男の原です。 

抱負は沢山ありますのでそのう

ちの少し程お話しします。 

１つ目は継続する事です。

何かといえば、昨年の秋ごろ

から朝の神様と仏様のお茶と

かご飯のお供えをする役目に

なりました。私にとって朝の１０

分は用事が結構あり、初めは気が進みませんでした。そのうち過去帳を開

き命日の先祖さんの戒名を唱えて拝んでいるうちに、全員の戒名を暗記し

て拝もうと思い、今ひとりひとり暗記中です。 

２つ目は人間 誰にも平等にある24Hのうちの１時間を特に有効に使い

たいと思います。新聞をより丁寧に読んだり、ロータリーの友誌を見たり(未

だ未読)、仕事に役立つ時間に使ったりもしたいです。それと 去年の秋、

尾原ダム 5km のマラソン大会(年齢別)で優勝し“仁多米”をもらい、孫に

送ったら「ありがとう」のお礼の電話をもらい、今年はより一層ランニング、ト

レーニングに力をいれて孫に送る景品をゲットします。 

 

釜屋治男 会員 （昭和29年2月 生） 

私は昭和２９年２月２２日

生まれです。 

漁師の二男だったのですが、

小さい頃から興味のないことは

しないで、好きなことのみを ず

ーっとやってきました。還暦の６

０歳になりましたが、これからも

基本的には変わらないと思い

ます。 

子どもは、男の子が２人、女の子が２人です。 

午年の今年は、孫が２人できる予定です。 

本は好きで、ついつい買ってしまいます。買った本を読まないで置いてい

ることを「つん読」と言っています。 

私はけちなので、本から１行でも２行でも、もとを取ろうと考えています。 

図書館で借りたりはしません。借りた本には欲がわかないので読まないか

らです。 

健康のためにウォーキングをしたり、プールで水泳をしたりはしていません。

夏にビールのつまみが欲しくて「サザエ」や「アワビ」をとりに素潜りをします。

毎日、駐車場まで２００段の階段をのぼったりおりたりしています。 

どちらも、できる間は健康だと考えています。 

「うま」は「物事がうまくいく」「幸運が駆け込んでくる」などのように縁起のよ

い動物と言われています。 

今年はよいことがありますように。 

 


