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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■    

例 会 日 卓 話 者 演 題 

4 月28 日 田中浩・小汀・飯塚詔 会員 地区研修・協議会報告 

5 月12 日 福田・河原・釜屋 会員 地区研修・協議会報告 

5 月19 日 ホテルほり江 18：30～ 夜間例会 

■■■ 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

45 31 14 (6)  79.48% 80.00  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原泰／飯塚俊／板垣／原孝／加藤喜／曽田／山口／園山  

（山根／牧野／木村／田中久／遠藤／石原輝） 

■■■ 来訪者 ■■■   
な し 

■■■ メークアップ ■■■   

4/24 田中浩・小汀・飯塚詔・福田・河原・釜屋（地区研修・協議会） 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（5 月 19 日） 土江光二／福田磨寿穂／原 孝士 

（5 月 26 日） 小村益造／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 5/2（休）  5/30 

  6/27 
松江南  5/2 

火 出雲 6/21  6/28（休） 松江しんじ湖  5/10 

水 大社 5/11 松江   

木  松江東 5/12  6/23  6/30(休) 

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

荒廃から出発 

4/14 九州熊本での大地震の発生で惨憺たる姿となった熊本の街と、熊

本城をテレビ放映で知った。その土地に住む人々の恐怖と悲しみは計り

知れない。 

日本国の敗戦の前日であった昭和２０年８月１４日、米軍による大阪大

空襲を突然まざまざと甦らせた。 

明治維新以後、大阪陸軍の本拠地（造兵廠）として大阪城を使っていた

ため、米軍によって猛爆にさらされ、城のまわりの伏見櫓、西外堀の石垣、

二番櫓など全部が吹き飛んでしまった。 

天守閣のみ無残な姿で残った。敗戦後しばらく放置され、歴史的建造物

は崩壊寸前、焼野原と化していた。 

昭和２８年ようやく文化財保護の声が高まり、警察の利用化されていた建

物などを撤去し「市民がつどう憩いの場」として公園化されることとなった。

市民の創出であり、すばらしい景観となった。熊本城も確実に元の姿にな

ることを信じて、国の力を示されることを願うばかりである。 

 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 訃 報   

浜田ＲＣ名誉会員 松田直蔵氏 （1999-2000 地区ガバナー） 

    ３月２４日ご逝去されました。 

 

２．例会変更 

    ○ 出雲中央ＲＣ  ５／３０（月）→ ２７日（金） 夜の例会 

                ６／２７（月） 夜の例会   

       ビジター受付  11：30～12：30 事務局 

３． 休   会 

    ○ 出雲中央ＲＣ  ５／２（月） 定款第６条により 

        ビジター受付    な  し 

４．ロータリーレートの変更 ５／１ より １ドル １１０円（現行 １１６円） 

５．岡山南ＲＣより ポリオプラスプログラム研修セミナー開催のご案内 

   日  時  ６／１９(日) 12：30 ～     受付   

13：00 ～ 16：00 セミナー  

    会  場  岡山国際交流センター （参加ご希望の方事務局まで） 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

熊本地震に対する義援金 ： 会員一人当たり 1000 円 

（本日の理事会で決定いたしました） 

■■■ スマイル ■■■  

河原 （地区研修・協議会へ御出席の方々ご苦労様でした。） 

清原 （熊本地震義援金に際してのお願いに皆様のご理解とご協力に感 

謝致します。） 

大谷厚 （早退致します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「地区研修・協議会報告」 

会長部門                          田中 浩史 

次期の国際ロータリーの会長は、アメリカ合衆国テネシー州 CHATTA- 

NOOGA （チャガヌーガ） ロータリークラブ所属 ジョンＦ・ジャーム氏です。

今年 1 月の国際協議会において、次年度ＲＩテーマ 「Rotary Serving 

Humaniity ； 人類に奉仕するロータリー」 と発表されました。 

また、次期の国際ロータリー第 2690 地区のガバナーは境港ロータリークラ

ブの庄司尚史氏で、2690 地区スローガンを 「地域のため 世界のため」 

と発表されました。 

地区目標 

優先項目Ⅰ：  クラブのサポートと強化   

 会員増強（純増3％）     など 

優先項目Ⅱ：  人道的奉仕の重点化と増加   

 ポリオ撲滅に協力  

 ロータリー財団の支援     など 

優先項目Ⅲ：  公共イメージと認知度の向上  

 財団100 周年記念イベント   

 地区補助金の活用 

なお、2016年規定審議会の立法案で、例会を月に2回以上、職業分類

の廃止、入会金の廃止などが採択された。例会を 2 回以上については各

クラブの判断にゆだねられる。これらはロータリー新規入会の会員の門戸

を広げるのが第一の理由ではあるが、慎重な判断が求められるであろう。 

 

 



幹事部門                          小汀 泰之 

１．地区組織について 

   組織図の説明がありました。 

２．地区目標について 

 RI テーマ：人類に奉仕するロータリー 

 地区スローガン：地域のため 世界のため 

① 会員増強（純増3%） 

② ＲＩ会長賞の取得（各グループから１クラブ以上） 

③ ポリオ撲滅に協力（ポリオプラスへの寄付 30 米ドル/１人） 

④ Rotary 財団への支援（年次基金への寄付 １５０米ドル/１人） 

⑤ Rotary 財団への支援（Rotary card 普及率40%) 

⑥ 米山奨学会への支援 

（普通寄付5,000 円/人 特別寄付10,000 円/人） 

⑦ 財団100 周年記念チャリティーイベントの開催 

（各グループから 2 クラブ以上） 

⑧ 地区補助金の活用（Project40 件以上） 

３．ロータリークラブ・セントラルの登録方法 

  登録方法について説明がありました。（お隣に聞きましたが、なかなか

難しいようです。近々私もチャレンジします） 

４．地区大会・ガバナー公式訪問について 

 ・地区大会：10/29 （土） 地区指導者育成セミナー 

10/30 （日） 本会議 （航空自衛隊美保基地） 

 ・クラブ協議会 ： 8/18 （木）    

      ⇊ 

 ・ガバナー公式訪問 ： 8/31 （水） （大社ＲＣと合同例会） 

５．幹事の役割について 

①会長の言われることをきちんと果たすこと 

②クラブを方向付けることが大切な役割 ⇒ My Rotary にある（目を

通しておきます） 

６．その他 

①次年度国際大会：アメリカ アトランタで開催予定⇒当地区からの

参加目安50 名ぐらいとのことです。 

②会員増強の実例紹介 

米子東RC スローガン「チャレンジ 100（3 年前に設定）」3年計画で

取り組んだとのことです。 

野球同好会を通じて増強 ⇒ 会員の趣味等を活用した増強事例 

当時80 人程度 ⇒ 現在 104 人 ⇒ 現在の目標 110 人 

７． 私の心に残る言葉 

 ・奉仕のために集う。価値観を分かち合える人を見つける⇒「ロータリー

は、親睦と奉仕の調和の中にある」 

 ・知識を得ようとすれば本を読め、知恵を得ようとすれば人と話せ。 

 ・黒子に徹せよ。幹事心得：単なるカバン持ちではない。 

・幹事記録を作成しなさい⇒仕事は記録⇒全責任は幹事にある。 

・会員相互の仲立という役割を忘れるな。 

 

 

職業奉仕部門                       飯塚 詔夫 

米子コンベンションセンター３Ｆの第３会議室にて片山良幸第２グループ

ガバナー補佐の司会によってグループディスカッションが行われた。 

１１テーブルに分かれ、私達のテーブルは第 4 グループの５ＲＣと江津ＲＣ

の６ＲＣにてディスカッションが行われました。 

各テーブルより、事前アンケートにあった過去 2～３年の職業奉仕活動内

容の発表が以下のように行われた。 

１．職場訪問例会  52ＲＣ  

２．職業奉仕フォーラム開催  29ＲＣ 

３．職業奉仕に関する卓話 １７ＲＣ 空襲を突然まざまざと甦らせた。 

４．４つのテスト唱和   １９ＲＣ 

５．従業員表彰・会員外の表彰  １５ＲＣ  

６．無料健康相談会、専門職の相談会開催    ３ＲＣ 

７．ロータリーの目的の唱和   ２ＲＣ 

  その他 


