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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 

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 

5 月26 日 
島根県商工労働部 

企業立地課 参与 福間 敏 様 

これからの世界は 

どうなるのか！ 

■■■ 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% 
4/21  82.50 % 

4/28  85.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

來間／飯塚俊／高砂／加藤喜／園／石原俊／山口／園山  

（山根／牧野／木村／田中久／遠藤／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■  な し 

■■■ メークアップ ■■■   

5/11 大島卓（大社） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（5 月 26 日） 小村益造／堀江卓男／飯塚大幸 

（6 月 2 日） 板垣文江／飯塚詔夫／飯塚俊之 

■■■ 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 5/30  6/27 松江南    6/20  6/27 

火 出雲 6/21  6/28（休） 松江しんじ湖 6/21  6/28 

水 大社  松江       6/22  6/29 

木  松江東 5/12  6/23  6/30(休) 

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

祖国愛 

平成２３年にオーストリア、チェコ、スロバキアに友人と二人で旅行に出か

けた。チェコの首都プラハで沢山の人々が腕を組みその群衆が国歌を唄

い、熱気と若者の一途さを感じ「あなた達は国を愛しているのね！」と云っ

た。「ノォー！！ 愛国ではない祖国を愛しているよ！」 

祖国を愛す・・・ 長間忘れていた言葉を甦えさせられた。 

敗戦国日本は、長い年月祖国と云う言葉を失っていたように思う。愛国と

はナショナリスト。祖国愛とはパトリオティスム。美しい情緒と、自国文化、

伝統を守る。ナショナリズムは自国愛のみ、他国のことは考えない。 

「どんな国に束縛されようと我々は祖国は忘れないよ」と云いながら国のス

ポーツ、ホッケーの試合が大写しの野外テレビに夢中！「勝っても、負けた

人のことも思い、なぐさめる心を持っているよ・・・」と。 

こんな若い子達が私を感動させる。 

そう云えば数学者も、政治家も両刀を使ってこそ一刀流と、何かの本で読

んだ。早くから子供の頃から家庭の絆で教え育てたい。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

 １．例会変更 

    ○ 松江南ＲＣ     ６／２０（月） 夜間例会  

       ビジター受付 １２：００～１２：３０ 松江エクセルホテル東急 

    ○ 松江しんじ湖ＲＣ  ６／２１(火)  夜間例会 

       ビジター受付 １２：００～１２：３０ すいてんかく 

    ○ 松江ＲＣ       ６／２２（水） 夜間例会  

       ビジター受付 １２：００～１２：３０ ホテル一畑  

２． 休   会 

    ○ 松江南ＲＣ     ６／２７（月）  定款第６条により 

       ビジター受付 １２：００～１２：３０ 松江エクセルホテル東急 

    ○ 松江しんじ湖ＲＣ  ６／２８(火)  定款第６条により 

       ビジター受付 １２：００～１２：３０ すいてんかく 

    ○ 松江ＲＣ      ６／２９（水）  定款第６条により 

       ビジター受付 １２：００～１２：３０ ホテル一畑 

３．前年度地区活動報告書、IM;レポート配布 

■■■ 次年度幹事報告 ■■■  

○ 次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナー開催案内 

      5 月14 日（土） 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席親睦委員会 ： 5 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念 祝い 

 

■■■ スマイル ■■■  

石原輝 （右足骨折の際にはお見舞いをありがとうございました。杖もとれ、

これから出席につとめます。） 

持田稔 （本年の合唱祭は熊本別府の震災のため参加見送りとなりまし

た。お世話になった方々にお礼申し上げます。） 

佐々木 （都合により早退します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「地区研修・協議会報告」 

社会奉仕部門                      福田 磨寿穂 

事前アンケート 

１ 過去２～３年における社会奉仕活動の内容及びその評価、反省点に

ついて 

  地区補助金を活用された活動及びその評価、反省点について 

２ ２０１６～２０１７年度、それ以降で計画されている活動 

３ 地区社会奉仕・ＲＣＣ委員会に対する要望 

以上のアンケートに基づいて、グループディスカッションが行われた。 

私のテーブルは、第４グループ５ＲＣと江津ＲＣの６名で行われた。 

活動として特に報告する事業はありませんでした。 

☆ 評価及び反省点 

    活動がマンネリ化 

    見直しが必要ではないか 

    奉仕を受ける側の意見を聞く必要がある 

 



☆ 地区社会奉仕・ＲＣＣに対する要望 

   補助金申請手続の簡素化、補助金の割合の増額 

   これはＲＣＣ財団本部が把握しているので、地区では対応できない。 

☆ 当日、熊本大地震に対して、今なにをすべきか意見を求められた。 

   いま必要なのは、現金ではないか。 

   レンタル・クッキングカー（シェフ・スッタフを派遣） 

☆ 次年度以降の事業について 

   私の個人的意見として、例えば第４グループ５ＲＣで奉仕活動を計

画してはどうでしょうか。 

 

 

国際奉仕部門                      河原 治子 

４月２４日(日)  

米子市文化ホール・米子コンベンションセンターに於いて開催 

地区ガバナーエレクト 庄司尚史氏(境港RC) 

本会議の後、各部門に別れ国際奉仕部門の会場へ 

カウンセラー鳥居 滋氏のもと、事前アンケートに基づき協議会を

はじめる。 

① 過去2～3 年のうちにおける国際奉仕活動の内容評価は？ 

○月間に米山奨学生さんをお招きし、スピーチをお願いしている。 

○2～4 年なればあるが 2～3 年の内は なし 

○５クラブ共にあまり大なることなし 

出雲RC では使用済みハガキの切手を長年集め続けている。 

② 2016－2017 年度それ以降で計画している活動は？ 

○平田では米山奨学生(ダシャさん)の世話クラブを受けている。 

カウンセラーは恒松克己会員である 

○出雲中央RC では中古のメガネを 2016 年タイ国へ贈った。 

○留学生受け入れ、フォーラム継続する。 

○根岸まさ子（タイの看護士）さんへの基金をやっている。 

③ 海外クラブとの交流 

○平田RC なし 

○出雲中央ＲＣ、タイとの交流あり。 

④ 米山記念奨学金について(奨学会への支援) 

○地区目標額  普通寄付  5,000 円／人  

特別寄付  10,000 円／人 

平田RC  普通寄付クリア  

特別寄付については会員夫々に呼びかける 

⑤ その他国際奉仕活動について 

○5ＲＣ共になし 

○出雲ＲＣ女医さんの活動でスウェーデン会員との国際奉仕を 

行っておられる。 

講評 クラブとして少し活動の気力を作ろう！ 

 国際キリスト教大学内、平和センターのことを知ってもらいたい。 

 
 
 
 

青少年奉仕部門                    釜屋 治男 

１．過去２～３年における青少年奉仕活動の内容とその評価・反省など 

  ３Ｋ（健康、教育、啓発） 

２．2016-2017 年度或いはそれ以降で計画されている活動について 

  インターアクト、ローターアクトの支援。 

  サッカー、野球、バレーボール、ソフトボール、スキー、柔道、 

  津山ロボットコンテスト、英語スピーチコンテスト 

  指導者が変わると…… 

職業講座、教育講演会 

青少年交換留学 

３．青少年奉仕として何をすべきか 

  少子化問題、継続していること 

地区資金の投入は？ 

４．その他、青少年奉仕活動について 

   子供たちの笑顔 

情報公開が必要。ＳＮＳ等 

地域の味方、自然 （花いっぱい、芝植え、ＥＭ団子） 


