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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 20 日 地区研修・協議会出席者 地区研修・協議会報告① 

4 月 27 日 地区研修・協議会出席者 地区研修・協議会報告② 

5 月 4 日 休  会  

5 月 11 日 酒持田本店 18:30～ 
ロータリー財団100 周年記念 

チャリティ-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

43 32 11 (3)  80.00 % 77.50 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原孝・釜屋・飯塚詔・飯塚俊・來間・日野・園山・山口  

（山根／牧野／大谷厚）  

■■■ 来訪者 ■■■  

佐藤克朗（出雲南）  

■■■ メークアップ ■■■  

4/10 大島卓・高砂（出雲中央）  4/13 高砂（松江東）  

4/13 高砂・遠藤・原孝・原泰・飯塚大・伊藤・黒田・槇野・大島治

佐々木・土江（家庭集会） 

4/16 佐々木・曽田・田中浩・伊藤・清原・高砂（地区研修・協議会） 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（5 月 11 日） 久家正義／三好洋平／小村益造 

（5 月 18 日） 土江光二／大島 治／大島卓爾 

■■■ 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 5/1(－)  6/26 松江南    5/1  5/8  

火 出雲  5/2(－)  6/27 松江しんじ湖  5/2  5/23 

水 大社  5/10 松江  

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東   

金 出雲南 4/21  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

先般の出雲市議会議員選挙では、飯塚俊之会員・大谷良治会員ともに

当選おめでとうございます。お二人の市政壇上でのより一層のご活躍をお願

い致します。 

さて、選挙といえは平成年から1期4年と数か月間でしたが、旧平田市の選

挙管理委員を務めさせていただきました。選挙管理委員会は選挙がない時

は暇なように誤解されていますが、衆参議員選挙・最高裁国民審査・県知

事・県議会議員選挙・市長・市議会議員選挙。あまり知られていないところ

では、農業委員会・土地改良区・海区調整委員会・検察審査会・裁判員

の選任・市民投票など。転入・転出による毎月選挙人名簿の確定など。 

選挙当日は投票所の巡察、開票所では終了するまで委員会席に座ってい

なければなりません。選挙管理委員は特別職公務員というカッコイ立場が与

えられて、とても地味な職務ですが、民主主義の根幹にかかわる重要なポ

ジションです。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．地区ガバナーエレクト池上正様より 

4/16 地区研修・協議会出席のお礼状を頂きました。 

 

２．例会変更 

   ○大社RC 5/10（水） → 5/9（火） 早朝例会 6：30～ 出雲大社 

       ビジター受付 11：30～12：30  事務局 

   ○松江しんじ湖RC    5/23（火） 夜間例会 

       ビジター受付 12：00～12：30  すいてんかく 

３．休  会 

   ○松江しんじ湖RC     5/2（水）   

       ビジター受付 12：00～12：30  すいてんかく 

   ○松江南RC        5/1（月）  5/8（月） 

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

４．出雲ロータリークラブより 

  ５クラブ合同 ロータリー財団100 周年記念チャリティーコンペのご案内 

     日   時   6/4（日） 

              開会式 ８時４０分～  第１組９時３分スタート 

     開催場所   出雲空港カントリー倶楽部 

     コンペ費    ３，０００円 （財団寄付を含む） 

     プレー費    各自精算 

     申込〆切   5/15（月） 

    ご希望の方お申し出下さい 

■■■ 委員会報告 ■■■  

4 月の会員誕生・ 

    伴侶誕生・ 

    結婚記念 祝い 

■■■ スマイル ■■■  

佐藤（出雲南） （久しぶりにお邪魔して） 

田中浩・小汀 （出雲南RC佐藤先生、ダシャ様ようこそ。 飯塚俊之会員、

大谷良治会員出雲市議会議員選挙、当選おめでとうございます。）  

佐々木 （出雲南RC 佐藤先生平田へようこそ。  

4月16日地区研修協議会に出席していただいた皆さんお疲れ様で

した。今週、来週での報告よろしくお願いします。） 

大島卓 （佐藤先生、久し振りにお元気な姿を拝見し昔を思い出しました。

今晩は家庭集会です。関係者の方お待ちしています。） 

伊藤 （佐藤先生お久し振りですね。） 

槇野 （出雲南RC 佐藤先生のご来訪を歓迎して。） 

恒松 （佐藤先生ようこそいらっしゃいました。 ダシャさんが 2 年目に入りまし

た。皆様のご指導宜しくお願い致します。) 

河原 （ダシャ様ようこそ！ 佐藤様、出雲南ロータリークラブより起こし下さり

ありがたく思います。 飯塚俊之会員、大谷良治会員市議会当選

おめでとう！ご活躍祈ります。） 

飯塚大 （ダシャさんようこそいらっしゃいました。 5/11(木)酒持田様を会場に

ロータリー財団 100 周年記念チャリティ-の夜間例会を予定しており

ます。よろしくお願いします。） 

曽田 （出雲市議会議員、飯塚議員、大谷議員当選大変おめでとうござい

ます。今後の出雲市及び平田地域の為にご活躍を心より期待を致

します。） 

原泰 （両名のご当選おめでとうございます。） 

飯塚俊 （ありがとうございました。本日は所用のため欠席させて頂きます。） 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「地区研修・協議会報告」 

会長部門                          佐々木 哲也 

3 月4～5 日ＰＥＴＳでの 2 日間にわたるセミナーに続き、地区研修・協議会

に出席しました。 

2017～18 年度のＲＩ会長は、オーストラリア出身のイアン・ライズリー氏で、ＲＩ

テーマは 「ロータリー ： 変化をもたらす （ＲＯＴＡＲＹ ： ＭAKING A 

DIFFERENCE）」 です。ロータリーの友 3 月号のイアン・ライズリーＲＩ会長エ

レクトの記事の中に、“2017-18 年度、「ロータリーとは何ですか」という問いに、

私たちは「ロータリー：変化をもたらす」というテーマで答えます。 （中略） ．

奉仕を通じて人びとの人生に変化をもたらせる．．” との記載があり、奉仕を

通じて、世界に 地域社会に 人々の人生に 「変化をもたらす」というメッセ

ージのようです。 

イアン・ライズリー氏は、「持続可能性」をキーワードにロータリークラブにも変

化を期待されています。 

「会員増強」では、現在 20％強の女性会員割合をさらに増やすこと、5％に

留まる 40 歳未満の会員数の増加を強調されています。また地球環境の持

続性に触れ、年度開始の7月1日から4月22日のアースデイまでに、会員

1 人1 本以上の植樹を呼びかけられています。 

2690 地区ガバナーは、倉敷南ＲＣ所属の池上正氏です。地区スローガンを 

「ＴAKE ＡCTION」 とされ、“ＡＣＴＩＯＮ なき ＶＩＳＩＯＮ は夢に過ぎない。

ＲＩ会長のテーマ・ビジョンを元に計画し実践しましょう”と述べられました。 

地区研修・協議会の部門別協議会では、カウンセラーに庄司尚史ガバナー、

リーダーに池上正ガバナーエレクト、事前アンケートを元に発表・討論が進み

ました。 

①戦略計画委員会の設置について ～ 会長・幹事・次年度会長・次次

年度会長・パスト会長などで構成され、中長期のビジョンに基づき、複数

年度に向けたクラブ方針や目標に対応できる委員会。 

近隣では出雲ＲＣ・大社ＲＣで設置済み。 

②ロータリーポスター ～ 日本国内のガバナー会で準備、各クラブに送付

する。目につくことが大事。公共イメージ向上のため、会員の職場に掲示

をお願いしたい。また、職員へのＰＲも重要。 

③植樹 ～ 多くのクラブで植樹の経験があり、各クラブで是非とも実施手

いただきたい。 

植樹とともに、その後の育樹の方法が重要。  

④会員増強について ～  心に残る入会式が重要と考え、2017～18 年

度の新入会員に池上ガバナーからバナーを贈呈する。 

公式訪問までの新入会員には、公式訪問の際にガバナーから贈呈。それ

以降はクラブ会長から、贈呈。 

 

池上ガバナーの公式訪問は、8／24（木）、大社ＲＣと合同でＢ方式です。 

 

 

 

 

 

幹事部門                           曽田 敏康 

廣本リーダーの進行で会議が進められ、カウンセラーの延原パストガバナー・

副カウンセラー佐藤パストガバナーお二人の、ロータリー人生の中からの体験

談を中心に会議が進められました。 

延原パストガバナーからは、幹事は会長と１日一回は連絡をとり、密な関係

をつくり会長と幹事が呼吸を合わせ意見の食違いがないようにすること。 

また、事務局ともコミュニケーションをとり、仕事を分担しクラブ運営がスムーズ

にいき、クラブ財政の健全化が図られること。 

クラブでは幹事は、立ち位置を考え行動をしなければならない、ややもすると

権限と責任を幹事が持ち、権力者（会長）だと勘違いをする場合があるなど

のお話をお聞きしました。 

佐藤パストガバナーからは、手続要覧をよく見て理解し、ルールに従ってクラ

ブ運営を行う。またロータリー手帳を購入し、たえず身に着け解らない事があ

ればすぐ手帳を開き基準に従って方向性を示し、行動する等のお話を頂き

ました。 

両ガバナーから一致した意見として、会員増強のお話がありましたが以下の

ようなコメントありました。 

・会員数は４０人～５０人ぐらいがベスト（平田クラブの現状は人数的にはベ

ストかな？） 

・会員が減る原因は高齢化によることが一番多い、会員増強ではなくて補

強をする。会員が減れば会員を補強する。 

・増強は人任せではダメ。 

・みんなが参加して楽しいロータリークラブを作る。 

・クラブ全員が参加できる親睦の場を設ける。 

・クラブにスターがいること。 

・ロータリーを好きになってもらう。 

 

終わりに、さすがにパストガバナーだと思いました。毎日の「発言、行動」がロ

ータリーの精神で実行され日々精進され、本当にロータリーを楽しんでおら

れるなと強く感じました。 

 

 

社会奉仕部門                        清原 正幸 

事前に頂いたアンケートの結果集計をしたものを元に、それぞれのロータリー

クラブで行っている事業についてリーダーの方が説明を求められました。 

やはり一番多かった活動は、地域の団体も巻き込んでの清掃活動でした。

毎年継続事業として取り組みをされていました。あと平田クラブも行っていま

す募金活動に力を入れているクラブも多々ありました。 

変わった事業では子供支援事業を行っているクラブが岡山に多くありました。

当クラブでも今後なにか新しい事業も検討してみることも必要かと思います。 

もっとＰＲ活動に力を入れて下さいとの事でした。 

 


