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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！ 

6 月 2 日 鰐淵寺住職  佐藤 泰雄様 鰐淵寺よもやま話し 

6 月 9 日 
会員 清原正幸 ・ 原 泰久 

杉原朋之 

国際ロータリー年次大会

（韓国・ソウル）報告 

■■■ 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 30 15 (5)  75.00% 84.62 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

大谷良／持田祐／大島治／加藤喜／土江／板垣／石原俊／高砂

山口／園山 （山根／牧野／木村／田中久／大谷厚） 

■■■ 来訪者 ■■■   

森山（出雲南）   

■■■ メークアップ ■■■   
 な  し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（6 月 9 日） 田中久雄／石原俊太郎／石原輝男 

（6 月 16 日） 原 泰久／伊藤義徳／釜屋治男 

■■■ 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（－） 松江しんじ湖 6/21  6/28 

水 
大社 6/1（－）  6/8  6/22 

 6/29（－）  
松江  6/22  6/29 

木  松江東  6/23  6/30 

金 出雲南  6/17  6/24（－） （－）； ビジター受付 なし 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

おもてなし 

昨日２６日、米国大統領が来日された。 

両首脳共同声明発表、日米首脳会談が行われた。 

日米同盟は、重要な礎だとのべられた。 

この所、外国からの観光者が数多く日本に関心を寄せられている。何が

好奇心を沸かせているのか？ ひとつは島国にしかない景観、日本風な

旅の宿と温泉、食事の多彩な色合せ、四季の食彩が目を喜ばせる・・・。 

その中の温泉について言えば世界中に温泉はどこでも存在している。しか

し、日本の温泉にはヨーロッパの人々は敬遠しているらしい。そう云えばチ

ェコ国のカルロヴィ・ヴァリと云う温泉地があり、旅の途中で寄り、お湯に浸

りたかったので大宮殿の様な大理石造りの建物を驚きつつながめ、中に

入ると、意外にも難しい顔をした人々が湯を平たい入れ物にそそぎ飲んで

いる！！ えっ！飲むのか？ 健康になる！長生きする！と真面目な顔

をしてのんでいる。私もひとつ・・・ ヒェ－！！ まずいのなのだ、吐き出し

てしまう。 では温泉は？ “水着を着用して下さい”けんもほろろ。 

キリスト教では人前で肉体をさらすのを極度に嫌悪する宗教であり、長い

間のこって習慣とされているらしい。 

 

 

 

せっかく日本の温泉にとあこがれた方達のために裸になって入浴する安心

感を与えてあげるため、例えば家族のみ、友人のみ、３０分割に入っても

らうとすればどうでしょう。おもてなしのひとつとして。 

日本に訪れる人は、知的に上流でも経済的には中流とか。お金の使い

方は賢く考えて宿泊代に支払う大金は考えない。 

チェックイン、チェックアウト、朝食ナシなど上手に旅する人に、おもてなしが

笑顔だけではおさまらないと思う。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

  ○出雲ＲＣ  6/21（火） 最終例会（ニューウェルシティ出雲） 18：30～  

ビジター受付  11：30～12：30  ホテル武志山荘 

  ○出雲南ＲＣ  6/17（金）  最終夜間例会   

ビジター受付  11：30～12：30  事務局 

２．休   会 

  ○出雲ＲＣ   6/28（火）              ビジター受付 な し 

  ○出雲南ＲＣ  6/24（金）  定款第６条により        〃 

３．東京麹町ロータリークラブより 

ポリオ撲滅のためにご尽力されたクラブの二人の先達、山田彝・

峰英二会員を顕彰するため発行された小冊子を創立５０周年記

念事業として復刻された冊子「想い出草」をいただきました。 

■■■ スマイル ■■■  

森山（出雲南） （河原会長様、後１ヵ月ですね ご苦労様でした。  

本日も職業を通して会員の皆様と親しく勉強の機会をいただき感 

謝致します。） 

河原 （福間 敏様、平田ＲＣへようこそいらっしゃいました。森山宗育先 

生、ようこそありがとうございます。） 

清原 （福間様、本日スピーチ宜しくお願いします。 森山様ようこそ平田

ＲＣへお越し下さいました。 明日から国際大会（韓国）へ行ってき

ます。 しっかり楽しんで来ます。） 

恒松 （森山様、ようこそいらっしゃいました。） 

槇野 （出雲南ＲＣ森山様のご来訪を歓迎して。 韓国の世界大会にご 

参加の由 お気を付けていってらっしゃいませ。） 

原孝  （福間さんよくいらっしゃいました。お話を楽しみにしています。） 

園  （森山様、福間様ようこそいらっしゃいました。） 

遠藤 （おかげさまで元気になりました。宜しくお願いします。） 

伊藤 （急用のため早退いたします。） 

清原 （孫誕生のお祝いを頂きありがとうございます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「これからの世界はどうなるのか！」 

島根県商工労働部 企業立地課 参与 福間 敏 様  

現在私は島根県職員ですが、約

10 年前までは斐川町役場に勤務

していました。 

斐川町は村田製作所の企業誘致

に成功しましたが、その要因は、平

田の人との大きな人脈の中、企業

立地の条件として斐川町が選ばれ、

さらに当時の町長・助役が積極的

に活動したことです。 

会社を取り巻く最近の状況は非常に厳しく、国の官僚等との情報

交換では、現在の産業の約 70％はいずれ衰退するであろうと考えら

れています。たとえば車の自動運転が進んでいく中では、グーグル社

（アメリカ）やＢＭＷ社（ドイツ）がすでに先進的なシステム・ノウハウを

集積しているため、トヨタも太刀打ちすることができません。また電気自

動車の普及も、部品が半減してしまうため、日本にとっては決して望ま

しくはありませんが、世界的な潮流により、日本でも製造せざるを得な

い状況です。 

一方、今後伸びる企業は、良いものと新たなシステム等を組み合

わせた画期的な製品を生み出す、いわゆる第 4 次産業革命に取りく

む光る人材を持つ会社です。私も今までの経験の中で、光る人材が

わかるようになってきました。すばらしい人材と出会って人脈をつくってい

ただき、皆さんそれぞれ事業に活用していただきたいと思います。 

私たちはいろいろ人脈を持っていますので、是非、私たちを利用し

ていただきたいと思います。 


