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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 

8 月 10 日 ガバナー補佐  岩永邦夫 様  

8 月 17 日  休 会  

8 月 24 日 
第2690 地区ガバナー  

池上 正 様  18：30～ 

ガバナー公式訪問  

大社ＲＣ・平田ＲＣ合同例会

8 月 31 日 会員増強セミナー報告 佐々木哲也 会長 

■■■ 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

42 35 7 (3)   89.74% 89.74 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原孝／飯塚大／園山／山口 （山根／牧野／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■   

 岩永邦夫 ガバナー補佐・加藤幹夫 グループ幹事 （大社） 

■■■ メークアップ ■■■  な し 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（8 月 31 日） 日野寿明／加藤 昇／清原正幸 

（9 月 7 日） 持田稔樹／黒田昌弘／來間 久 

■■■ 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 8/14(－)  8/28(－)   

9/11  10/23(－)   

松江南 8/14  8/28 

     9/25   

火 出雲 8/15(－)  9/19(－)  10/10(－) 松江しんじ湖   

水 大社 8/16(－)  8/23   松江 8/16  8/30   

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東 8/10(－)  8/31 

9/21(－)   

金 出雲南 8/18  9/1  9/22    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

8 月は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。ある資料によると、会員

増強の増は会員数を増やすこと、一方、強は会員の質を高めることと書かれ

ていました。会員増強については、今月 31 日の例会で、私が会員増強セミ

ナーの報告をおこなうことになっていますので、今日は、新クラブ結成に因ん

で、日本および当地区のクラブ結成に至る経緯についてお話しします。 

日本で最初のＲＣは、米山梅吉氏が初代会長を務められた東京ＲＣで、

シカゴＲＣの創立から15年後の1920（大正 9） 年に設立されました。スポン

サークラブはなく、ＲＩ直轄のクラブであると記されています。 

その後、東京ＲＣがスポンサーとなって、1922 年に大阪ＲＣ、1924 年に神戸

ＲＣおよび名古屋ＲＣ、1925（大正14）年に京都ＲＣが誕生しています。 

現在 2690 地区と呼ばれる当地区では、京都ＲＣをスポンサーとして、

1934（昭和 9）年に岡山ＲＣが創立されました。毎年発行される地区活動

報告書によると、当時は日本・朝鮮・満州を一つの地区として「第 70 地区」

と呼んでいたようです。  

 島根県内では、1952（昭和 27）年に岡山ＲＣをスポンサーとして松江ＲＣ

が創立。第４グループでは、1954（昭和 29）年に松江ＲＣがスポンサーとなっ

て出雲ＲＣが創立。さらに出雲ＲＣがスポンサーとなって、1961（昭和 36）年

に大社ＲＣ、1972（昭和47）年に出雲南ＲＣが創立されました。 

わが平田ＲＣは、出雲南ＲＣをスポンサーとして 1974（昭和 49）年創立です。

第4グループ最後の出雲中央ＲＣは、出雲ＲＣ・出雲南ＲＣをスポンサーとし

て 1992（平成4）年の創立です。 

島根県内の最後は、1995（平成7）年に地区内66番目の松江しんじ湖ＲＣ。

2003（平成15）年には地区内67番目となる倉敷中央ＲＣが創立されました

が、2016 年 4 月末に、残念ながら牛窓ＲＣがスポンサークラブである岡山Ｒ

Ｃと合併し、地区内のクラブは現在66 クラブです。 

ロータリーの友 8 月号には、日本の会員数・クラブ数の推移、創立クラブ

数と脱会クラブ数の変遷も紹介されていますので、是非ご覧下さい。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

  ○ 大社RC      8/23（水） → 8/24（木）  

ガバナー公式訪問大社・平田合同例会(夜間) 

      ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 

  ○ 出雲南RC    8/18（金）  早朝例会 

               9/ １（金）  夜の例会・家庭集会 

               9/22（金）  夜の例会 

      ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 

  ○ 出雲中央RC  9/11（月）  月見例会 

      ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 

  ○ 松江南RC    9/25（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 

２．休  会 

  ○ 出雲RC      9/19（火） 10/10（火） 定款による    

  ○ 大社RC      8/16（水）      

  ○ 出雲中央RC  8/14(月)・28(月) 10/23(月) 定款第8 条による  

    ３クラブとも  ビジター受付  な し 

３．松江東RC会長 秋月廣施様、創立３０周年記念実行委員長 金津

任紀様より３０周年記念誌を頂きました。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■   

北部九州豪雨災害義援金について （ガバナー事務所より依頼） 

  １，０００円／人で承認可決 

■■■ 委員会報告 ■■■   

出席・親睦委員会 ： 8 月の会員誕生・ 

伴侶誕生・結婚記念祝い 

情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友8 月号 

■■■ スマイル ■■■   

岩永ガバナー補佐・加藤グループ幹事 

    （１年間皆さんにお世話になります。よろしくお願い致します。） 

佐々木 （岩永ガバナー補佐様、加藤グループ幹事様 １年間ご指導よろし

くお願いします。先般もお世話になり、ありがとうございました。 

5 クラブ合同例会に多数の会員さんに出席いただきありがとうござい

ました。 例会後のクラブ協議会もよろしくお願いいたします。） 

曽田 （岩永ガバナー補佐様、加藤グループ幹事様ようこそ平田 RC へいら

っしゃいました。本日クラブ協議会もよろしくお願い致します。） 

大島卓 （岩永ガバナー補佐、加藤グループ幹事よろしくご指導下さいませ） 

槇野 （岩永ガバナー補佐、加藤グループ幹事様のご来訪を歓迎し、一年

間大変お世話になります。） 

恒松 （岩永様、加藤様 本年は大変お世話になります。ご健康で頑張って

ください。） 

 



加藤 （岩永ガバナー補佐様、一年間勉強させて戴きます。加藤グループ

幹事 一年間ご苦労様です。） 

高砂 （岩永ガバナー補佐、加藤グループ幹事 一年間の活躍お祈りします。） 

大谷厚 （岩永ガバナー補佐、加藤グループ幹事様ようこそおいで下さいまし

た。１年間お世話になります。 恐縮ですが所用にて途中退出させ

ていただきます。） 

内田 （ガバナー補佐岩永様、加藤グループ幹事加藤様ようこそいらっしゃい

ました。今年度よろしくお願いします。） 

小汀 （ガバナー補佐岩永様、グループ幹事加藤様ようこそお出かけ下さい

ました。 この１年よろしくお願い致します。） 

原泰 （岩永ガバナー補佐様、ご来訪ありがとうございます。） 

石原俊（岩永ガバナー補佐、加藤グループ幹事様ようこそお越しくださいました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

  第２６９０地区  ガバナー補佐  岩 永 邦 夫 様 

皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただきまし

た2017-2018年度RI2690地区第4グループガ

バナー補佐という大変重い肩書で参りました大

社ロータリークラブの岩永です。加藤グループ幹

事共々よろしくお願いします。 

 先日の島根ワイナリーでの5 クラブ合同例会に

は平田ロータリークラブからたくさんの方々にご参加いただき、盛会裏に終え

ることができました。まずは一安心したところでございます。8 月 24 日には池

上ガバナーの公式訪問例会が迫っておりますので、本日お邪魔させていただ

きました。B 日程の夜間例会ということで、各会長さんは何かと気を使われる

ことと思いますが、無事終わるといいですね。私も公式訪問例会の3週間前

にガバナー事務所に報告書を提出しないといけないということで、本日のクラ

ブ訪問となりました。 

平田クラブと大社クラブは似たようなところがあるクラブで、大変心安く、気

さくな会員様が多いので、何かほっとした気分で来させてもらいました。平田

クラブの活動報告書を読ませていただくと、佐々木会長は今年度のスローガ

ンを「ロータリーを見つめなおそう」と掲げられ、45 周年を控えられ、その先の

50 周年を見据えて戦略計画委員会を立ち上げ、将来に渡って平田ロータリ

ークラブの改革に取り組んでいらっしゃいます。佐々木会長、曽田幹事様の

この一年のご活躍ご健闘をお祈りいたします。 

 さて、私のほうですが、平成元年に大社ロータリークラブに入会させていた

だき、30 年近くが過ぎました。補佐幹事を 3 回も担当させていただき、もうこ

ういった大役は回ってこないと思っておりましたが、また回っても受けないつもり

でおりましたが、とはいえこの世界一回足を入れると抜けることもかなわず、

足を洗うことも許されず、ロータリーの知識も情報も皆無ですし、こういった大

役を果たせるかどうか、不安でいっぱいでございます。そういったことで、皆さん

のご期待にそうことも中々できませんが、私なりに精一杯務めさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

今年度 RI 会長はオーストラリアのイアン H.S. ライズリー氏です。テーマは

「ロータリー：変化をもたらす」とされました。世界に、地域社会に、人々の人

生に「変化をもたらす」ということを意味しています。それは、持続可能な人道

的奉仕、支援によって実現します。 

「ポリオ撲滅」は持続可能な奉仕の究極といえます。2018 年はポリオ撲滅

の最終年度に当たり、2017 年 6 月のアトランタ国際大会ではこの活動に協

力・支援しているビル・ゲイツ氏の講演が行われました。持続的活動のため

にはクラブの強化を将来にわたって実施することが必要です。具体的な課題

はクラブの会員の充実で、二つあります。 

一つ目は男女会員のバランスです。RI 会長は、女性ロータリアンは「真の

変化をもたらす」とおっしゃっています。二つ目はロータリアンの平均年齢です。

10 年、20 年後のロータリーの活動のためには、若い会員の入会を促していく

ことが必要です。 

 また二番目に、今回新しく提言されたのが環境の持続性で、2018 年 4 月

22 日の「アースデイ」までに各会員が 1 本植樹をすることを希望しておられま

す。こちらは既に第4 グループの 5 クラブで今年度実施することを目標に、各

クラブが連携を取り進行しています。 

 第 3 ゾーンからは、ロータリーの公共イメージの向上のために、以下の三点

について要望がありました。①各クラブが、それぞれの意義ある行事や奉仕

活動を一般社会へマスメディア報道機関を通じて広報することを目指す。②

各クラブは、「My Rotary」への会員登録率を 50％以上に引き上げ、ロータリ

ーの最新情報が満載された「My Rotary」 の活用を目指す。③各クラブは、

「Rotary Club Central」への入力を定期的に更新し、会員のクラブ活動への

参画意識を高めることを目指す。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

池上ガバナーは、地区スローガンを「Take Action」とされ、最重点目標は

「会員増強」を掲げられました。RI ではゾーンの再編が進められており、日本

は 3 ゾーンから 2.5 ゾーンへと変更されております。日本の発言権を得るため

には日本からのRI理事が毎年存在することが必要です。是非とも増強目標

達成に努力していただきますようお願いいたします。 

6 日の日曜日には、倉敷でクラブ雑誌・広報委員長会議が開催され、元

ロータリーの友の編集長で松江ご出身の二神典子さんにより、「ロータリーを

分かち合う」と題して講演がありました。公共イメージの向上、ロータリーの認

知度の向上に向けての報道活動を推進してくださいとのことでした。 

地区からは、クラブの活動を支援する目的で、新会員へバナーの贈呈を

行われます。また会員増強のために、ポスターも送付されます。こちらも各ク

ラブでご活用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

本年度は10月21、22日に倉敷市にて地区大会、2018年2月18日に

は大田市にてインターシティーミーティングが開催されます。また、各大会の

前にはご挨拶に参りますが、皆様のご登録を何卒よろしくお願いいたします。 

2019-20年度には第4グループの出雲中央ロータリークラブよりガバナーの

輩出となりました。2019-20 年度ガバナー古瀬俱之様のご活躍を御祈念す

るととともに、第 4 グループ一丸となって協力したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。本日はありがとうございました。 

■■■ 岩永ガバナー補佐 クラブ協議会 ■■■    

例会に続いて、クラブ協議会が開催されました。 

平田ロータリークラブの行動計画を会長、幹事、

各委員長から岩永ガバナー補佐に説明しまし

た。 


