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■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

4 月 30 日 飯塚詔・内田・堀江 会員 地区研修・協議会報告 

5 月 7 日 休  会  

5 月 14 日 
マクロビオティックネットワーク 

キッチンスタジオ 夢の食卓 

代表 浅津 知子 様 

未来をそだてる食卓のチカラ

5 月 21 日 
ホシザキグリーン財団 

ホシザキ野生研究所 

研 究 員  三浦 憲人 様 

 

■■■ 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 33 11 (4)  82.50% 85.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚大／大谷／園山／土江／曽田／石原俊／飯塚俊 

(山根／牧野／木村／山口)  

■■■ 来訪者 ■■■   

 な し 

■■■ メークアップ ■■■   

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 5 月 21 日 ） 大谷良治／原 孝士／原 泰久 

（ 5 月 28 日 ） 田中久雄／堀江卓男／飯塚大幸 

■■■ 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 6/22 6/29(休) 松江南   

火 出雲  松江しんじ湖 4/28  6/23  6/30

水 大社 5/6 5/13  松江   6/17 6/24      

木  松江東 4/30  5/7  6/18  6/25 

金 
出雲南 5/1 5/22 6/19 

6/26 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■  

今日の読売コラム欄に全国のＪＲ駅について、また「道の駅」について記事

が載っていました。全国のＪＲの駅は4,500。ただし無人駅を除くと2,000程

度。また、道の駅は 1,000 以上を数えます。道の駅について少しお話しま

す。道の駅は国交省の管轄で1993年4月発足し「道路利用者に安全で

快適な道路交通環境を提供し、地域振興にも寄与できる公共施設を」

との目的で発足。国交省は地域を活性化させることが重要課題とし「地

方創生」に力を入れ今、制度発足20年を超え、さらなる発展を目指すた

め（重点「道の駅」制度）を創設することになる。なお、島根県では２８か

所の道の駅があり、駅の個性と特色が売り物。ちなみに人気ランキングは 

１位 キララ多岐 （ふるさとの味が楽しめる湖畔の駅） 

２位 掛合の里 （高原の豊かな自然の中で新たな出会いを） 

３位 サンピコごうつ （江津らしい石州瓦を用いた屋根やモニュメントの

道の駅） 

４位 赤来高原 （レジャーと文化と食の里） 

７位 秋鹿なぎさ公園 （人びと、地域と地域がふれあう出会いの場） 

この５月の連休に是非「道の駅」を訪ねられては。 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

   ○ 大社RC  5/6(水・祝) 早朝例会（出雲大社清掃奉仕） 6：30～ 

      ビジター受付  な し 

   ○ 出雲南RC  5/22(金)→5/23(土) ､ 6/19(金) 夜の例会 

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

２．休  会 

   ○ 大社RC    5/13(水) 定款第６条による 

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

   ○ 出雲南RC 5/1(金) 6/26(金)  定款第６条による 

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

３．地区ガバナー  松本 祐二様より 

4/25 にネパールで発生した地震について、会員の皆様の関係者（知人、

取引先、またその中でも現地におられる方等）から得られた独自の情報

をお持ちの場合、差し支えなければ是非ともお寄せ下さいますよう、ご

多用のところ誠におそれいりますが、何卒よろしく お願い申し上げます。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

プログラム委員会 ： 5 月の例会行事予定紹介 

■■■ スマイル ■■■   

小汀 （昨日 4/29 は旅伏山都武自神社の例祭に登ってきました。天候

に恵まれて、沢山の方で賑わっていました。五穀豊穣、家内安全､

家運隆昌、諸難退散の祝詞が奏上されました。佐々木先生お疲

れ様でした。今日は所用のため早退します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「地区研修・協議会報告」 

職業奉仕部門                     飯塚詔夫 (代理) 

米子ＲＣ 杵村ガバナー補佐による司会進行 

カウンセラー： 渡辺好政パストガバナー ・ 山本茂生パストガバナー 

①「四つのテスト」､「職場訪問」､「職業月間にちなんだ卓話例会」 

約６０％のクラブが実践 

②職業奉仕委員会の事業 

倉吉東ＲＣ～職業奉仕フォーラム 

米子中央ＲＣ～無料相談会 

異業種のＲＣ会員が市民のいろいろな悩み事相談をうけアドバイスを

行う 

岡山中央ＲＣ～小雑誌の発行 

企業ＰＲの為に会員の職業を紹介し､企業の理念・歴史等をのせ 

紹介する 

③山本パストガバナー講評 

・職業奉仕とは「思いやりの心をもって他人の為に尽くす事」だと思う 

・職業を通じて社会に貢献する 

渡辺パストガバナー講評 

・職業奉仕は木でたとえるならば幹になる一番大事な部門であり､ 

ここからいろいろな奉仕部門が派生する 



国際奉仕部門                         内田節夫 

第2690地区11グループ会員により協議会が行われ、カウンセラーに鳥居

パストガバナー（岡山東），副カウンセラーに森田パストガバナー（倉敷）、

リーダーに次期ガバナー補佐藤原氏（児島東）、副リーダーに次期ガバナ

ー補佐鈴木氏（笠岡東）により進行されました。予めアンケートが求められ

ていました題材に沿って、指名された各クラブの担当者発表の形で進めら

れ、それぞれのクラブが国際奉仕の実績や問題点について述べられまし

た。 

 その一部を紹介します。 

岡山南） ハーバード大の学生を受け入れし、クラブ会員企業の勉強をし

てもらった。また、例会などに出席して交流を深める。カンボジア

に浄化装置の設備をし、国際貢献に寄与。ワイキキクラブとの

姉妹縁組。 

高梁）  カンボジア支援を毎年継続して行う。学校、図書館、病院など

に設備支援。また、里親制度を設け毎年100 人程度扱う。 

しかし、一人 2 万円程度の費用が掛かり維持継続の問題があ

る。 

真庭）  岡山大を通じ奨学生１０名程度、２泊３日で招く（地区補助金

利用） 

益田）  継続事業（地区補助金利用）高津川清流日本一の取り組み

を、地域と一体となって行っている。 市内奨学生とＥＭ菌をプ

ールに流して浄化～インターアクト協力。今後、学校、ＰＴＡか

らも協力を求めさらに活動を進めたい。 

児島）  地区補助金を利用、20 年前にバリ島にマングローブの植林をし

た。 今年度は、トルコ医療機関に医療器具を寄贈、クラブから

15 万円と補助金を利用し実現を図りたい。 

隠岐）  ２０名の会員、離島のため活動に余分な負担がかかり、ロータリ

ー活動の財政も厳しい。会費値上げすれば会員の減少につな

がる。会員の増強も苦慮している（カウンセラーから他クラブと合

同で活動してみたらのアドバイス） 

大田）  台湾クラブと交流、ネパールの医療機関に設備を新調するため、

台湾クラブと合同で支援した。 

倉敷瀬戸内） ソウルのクラブと交流、金銭トラブルで一時交流が遠のい

たが、民間交流が国際交流のため重要だと再交流した。 

 

国際奉仕は極めて難しい、しかし誰かがやらねば・・それはロータリーに課

せられる。みんなで出来るところから始めようとおもいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕部門                       堀江卓男 

何をするのか分からない。１００ｋｍ徒歩等のハード系は、当然無理。 

他のクラブは、何をしているのか教えてくださいと､事前アンケートで質問を

しておきました。 

当日は、私と同じ何をしておられるのかを知りたいというクラブが多く、素晴

らしい事業を２点紹介され、どのような点で苦労されたのか、どのような仕

掛けをされたのか等の質疑応答がありました。 

岡山のほうのクラブでは、地域の自慢、歴史（ストーリー性）プレゼンテーシ

ョンを高校生にさせる大会を開催。目的には地域に愛着をもっていただく。 

歴史とは、地域の栄えた産業的物を定義とされているようです。 

平田でいえば、一畑電車、鉄鋼団地、木綿街道等になるような気がいた

します。 

上手くいく方法は、メンバーにテレビ局関係者が２名おられ宣伝していただ

いている。 

昨年は６校の参加。参加校が少なくて苦労されているそうです。 

米子東 ～ 作文コンテスト。 

市内中学校２年対象で１５００人中、５００作集まるそうです。 

テーマは将来の夢。４００字詰め原稿用紙２～３枚 

上手くいく方法としては、校長会に出てお願いをする。 

 

他の事業は、 

スポーツ関係の大会の主催 

青少年活動の支援 

コンテスト 

国際交流 

ライラ 

インクーアクト 

ローターアクト 

 

お金の掛らない継続しやすいものが望ましいと思っています。 


