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■■■  例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

2 月 19 日 
松江RC 

 大谷 公夫 様  
変化の時代に生きる 

2 月 26 日 
米山奨学生 

苗 婧（ミョウ セイ）様 
私が見た日本とロータリー 

3 月 5 日 田中 浩史 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 前々回補正出席率

44 31 13 (5)  79.49% 82.50 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

内田／原泰／杉原／園山／石原輝／石原俊／三好／土江 

(山根／牧野／木村／山口／田中久)  

■■■ 来訪者 ■■■    

 吾郷・三代（出雲南） 

■■■ メークアップ ■■■   

 2/7 大島卓・田中浩（出雲） 
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 3 月 5 日 ） 田中久雄／板垣文江／伊藤義徳 

（ 3 月 12 日 ） 土江光二／釜屋治男／加藤 昇 

■■■ 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 4/7   3/7・4/14(休) 松江しんじ湖  

水 大社    松江        

木  松江東  

金 出雲南   

■■■ 副会長挨拶 ■■■  

本日、会長欠席のため副会長の河原が代行をつとめます。 

この所イスラム過激派グループによるテロが広がり、日本国もターゲットと

なり、対岸の火事とのんびりしてはいられない状態になってしまいました。

世界の平和を犯す最悪の人々です。人間は叡智をふりしぼって、このお

ぞましいグループを壊滅しなくてはなりません。 

日本では北陸新幹線が来月３日から開通とかで、その乗車券はすべて

25秒で完売した。又、グランプラス（グリーン車）も25秒で完売したとニュー

スで聞きました。（東京→金沢） 

イスラム過激派グループにくらべ何と平和でインテリジェンスに満ちた日本

国でしょう。嬉しい限りです。 

さて、来月3/29（日）Ｉ Ｍ（インターシティミーティング）です。新しく会員とな

られた方、又入会5 年未満の方は是非ご出席くださいませ。 

Ｉ Ｍの意義は地区内クラブの会員同士が相互に親睦を深めること、ロータ

リーの五大奉仕について奉仕の理念を勉強し知識を深めるための情報の

交換の場でもあります。貴重な会議ですので多数の方々の参加をお願い

致します。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．2015～2016 年度版ロータリー手帳をご希望の方、お申込み下さい 

（回覧しております） 

■■■ 委員会報告 ■■■   

クラブ広報委員会 ： ロータリーの友 2 月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■  

吾郷（出雲南） （メークアップをさせていただき皆勤が維持でき、ありがとう

ございます。） 

三代（出雲南） （メークアップをさせていただきありがとうございます。） 

大谷（松江）  （ご指名を頂き光栄です。ありがとうございます。） 

河原 （直前ガバナー補佐 大谷様、出雲南ロータリークラブ 吾郷紘一

様、三代和鑑様ようこそおいで下さいました。） 

大島卓 （大谷元ガバナー補佐、三代元ガバナー補佐、吾郷元ガバナー

補佐、ご三方をお迎えして。） 

恒松 （大谷様ようこそいらっしゃいました。またスピーチ楽しみです。お陰

様で毎朝 “職場の教養” で朝礼をしています。ありがとうござい

ます。） 

槇野 （出雲南 RC 吾郷様、三代様のご来訪を歓迎して。） 

大島治 （大谷公夫さん、今日はありがとうございます。 吾郷先生、  

三代さん、ようこそいらっしゃいました。） 

黒田 （吾郷様、三代様ようこそ。 本日は中座いたします。） 

飯塚大 （松江 RC 大谷様、ようこそいらっしゃいました。お話よろしくお願

い致します。 出雲南 RC 吾郷様、三代様、ようこそいらっしゃい

ました。） 

高砂  （直前ガバナー補佐吾郷様、元ガバナー補佐三代様ようこそ。 

本日のスピーチに第 3 グループ直前ガバナー補佐大谷様を迎えて。

三月にはいよいよ IM の開催です。よろしくご指導お願い致します。） 

田中浩 （松江RC 大谷様、ようこそ！ facebook で時々お顔を拝見して

います。 出雲南 RC 吾郷様、三代様 平田 RC にようこそ。） 

佐々木 （出雲南RC 吾郷様、平田RC へようこそお出かけ下さいました。） 

小汀 （大谷様､本日はようこそおいで下さいました。お話楽しみにしており

ます。本日はよろしくお願い申し上げます。） 

■■■ スピーチ・例会行事  ■■■ 

「変化の時代に生きる」 

～ 今はどんな時代 ～ 

松江RC 大谷 公夫 様 

フランスの詩人・劇作家で

あり外交官試験を受けて日

本大使を務めたポール・クロ

ーデルは、昭和18年パリの

夜会で、日本の文化が古代

から続いていることを始め、

日本人は高貴であると日本

を讃える話をしたと伝えられています。またサンマリノ共和国の大使は、神

道の素晴らしさを讃えて、３・１１の慰霊碑のために同国にヨーロッパで初め

ての神社を建てられたそうです。 

さて、「都市生活を享受する若者達」・「イベントだらけの生活」・「古典

から離れて軽率な趣味へ」・「文字より漫画」・「健康への異常な関心」・



「新興宗教が登場し隆盛をみる」・「価値観の多様化」・「休日を増やす」・

「海外旅行が流行る」 ～ どこの国のことでしょうか。 

これは､中西輝政氏の著書「なぜ国家は衰亡するのか」から引用したもの

で100年のイギリスのことなんですが､まさに現在の日本に当てはまる内容

です。イギリスでは、約30年前にサッチャー首相が登場し強力なリーダーシ

ップのもとに様々な改革を行いました。金融の規制緩和、道徳・教育改革

など､現在日本に必要とされている内容です。 

一昨年に出雲大社の遷宮が行われましたが､出雲大社と伊勢神宮の

遷宮一致は過去4回しかありません。１６０９年 （江戸時代始まり、大きく

変化）、１８０９年 （黒船、蘭学、国学、古事記伝新しい息吹今明治へと

変化）、１９５３年 （本当は１９４９年だったが、戦後間なしで不可）、２０

１３年 （まさに大変化の最中今年がクライマックス？？）の４回で、いずれ

も大変化の時代です。 

 そのような大変化の時代の中で、「経営」という言葉の持つ意味を考えて

みます。「経」は変えてはならない普遍的な価値観といわれます。一方、

「営」は変化に合わせて変わっていく価値観で､ノウハウとか技術にあたりま

す。「営」が大事であることはいうまでもありませんが、「経」である「人間

力」・「人柄」が勝ることに気づかされます。私は40歳台でロータリーに入会

しました。「ロータリーの目的」もまさしく普遍的な価値観です。ロータリアン

のさりげない会話や行動にいろいろ気づかされることもありました。 

「倫理法人会」は自然の法則を土台にした純粋倫理を学びの基準にし

ています。本日皆さんにお配りしております“職場の教養”を朝礼で輪読

することで､経営者が社員と友に学ぶ機会を設けることができ､毎日毎日

続けることで､大変化の時代の中､社員に人間力をつけることに役立つも

のと思っています。 

 


