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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 

10 月19 日 
久多美コミュ二ティセンター 

センター長 福田 実 様 
コミセン長7 ヶ月が経って 

10 月26 日 徳雲寺 住職  岩佐 昌昭 様 備前焼の魅力について 

11 月 2 日  休 会  

11 月 9 日 議長 佐々木哲也 年次総会 ・ 意見交換会

■■■ 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

42 30 12 (4)   78.95% 84.21 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

高砂／持田稔／飯塚俊／杉原／大谷良／日野／三好／園山 

（山根／牧野／遠藤／大谷厚）  

■■■ 来訪者 ■■■    な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（11 月 9 日） 日野寿明／田中浩史／恒松克己 

（11 月 16 日） 持田稔樹／内田節夫／遠藤 栄 

■■■ 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  10/23(－)  11/27(－)  

12/18  12/25(－)  H30.1/22 
松江南  12/18  12/25  

火 
出雲 10/24  11/21(－)  12/12  

12/26(－)  H30.1/2(－)  
松江しんじ湖   

水 大社 10/25  11/15  11/22(－)  
松江  11/22  12/20 

  12/27  H30.1/3 

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東  12/21  12/28(－) 

H30.1/4(－)  

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

10 月は日本独自に設定された米山月間です。当クラブでは､恒松会員を

カウンセラーとしてダシャさんをお世話させていただき､残り半年をきりました。 

ガバナー月信10月号に､「米山月間に因んで」という池上ガバナーのメッセー

ジが掲載されていました。その内容の一部を引用すると､「ロータリー米山記

念奨学会は外国人留学生を支援する民間最大の奨学団体です。勉学ま

たは研究のために来日し、大学等教育機関に在籍する外国人留学生に対

して奨学金を支給し、ロータリーの理想とする国際理解と親善に寄与するこ

とを目的としています。米山記念奨学事業の使命は、将来日本と世界を結

ぶ架け橋となって国際社会で活躍しロータリー運動のよき理解者となる人材

を育成すること、国際奉仕と人材育成が使命です。」と記載されています。

会員一人年間5000円の普通寄付には､皆さんにご協力いただいています。 

また､来週10月24日は世界ポリオデーです。ポリオ撲滅のためのグローバ

ル・イニシアティブというサイトには野生ポリオ・ワクチン株ポリオの発症数が掲

載､定期的に更新されています。10月11日更新の内容では、今年1月以降

の野生型ポリオの発症者数は計11名で昨年同期の25名と比べて減少して

います。国別では、アフガニスタン6名（最終発症7月）､パキスタン5名（最終

発症8月）といずれもポリオ常在国での発症です。 

野生型ポリオの発症が減少する一方で､残念ながらワクチン株ポリオの発

症が､シリアとコンゴで計56名報告されています。今年6月発刊の前年度季

節のたよりにも原稿を掲載させていただきましたが､ポリオ予防接種でポリオを

発症してしまうという､安価な経口ワクチンの最悪の副作用が明らかです。新

規発症ゼロを達成し､また 3 年間､発症ゼロを維持するためには､注射剤ワク

チンが重要であり多額の費用を要します。ポリオプラスへの寄付会員一人年

額30 米ドルは年度内に納めさせていただく予定です。 

10 月22 日は地区大会本会議で､私と曽田幹事は前日から出かけます。

出席される皆さんは早朝からの出発となりますが､よろしくお願いいたします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更  

   ○大社RC      11/15(水)    神迎例会 18：30 ～    

会場 アンジェグレースガーデン 

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

   ○出雲中央RC  12/18(月)    家族同伴忘年例会 

    〃   H30．1/22(月)    職場訪問例会 

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

   ○松江南RC     12/18(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RC       12/20(水)   夜間例会 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

   ○松江東RC     12/21(木)   夜間例会 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

２．休  会 

   ○大社RC       11/22(水)   定款による  ビジター受付 な し 

   ○出雲中央RC    11/27(月)・12/25(月) 〃     〃      〃 

   ○松江南RC     12/25(月)   定款による 

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

   ○松江RC      11/22(水)・12/27(水)・ H30．1/3(水) 定款による 

       ビジター受付 12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

   ○松江東RC    12/28(木)・H30．1/4(木) 定款による   

       ビジター受付  な し 

３．５クラブ会長・幹事会開について 

  本日１８時より今市町 福田屋 

 (出雲南RC ホスト) に於いて開催 

  佐々木会長、曽田幹事出席致し 

ます。 

４．米山功労者感謝状(１回目)・ 

ポールハリスフェロー(２回目) 

バッジの贈呈 佐々木哲也会長   

 
10/11までに次年度役員・理事の立候

補、推薦がございませんでしたので現理事をもって指名委員と致します。 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （久多美コミュニティセンター福田 実センター長様、本日のスピー

チよろしくお願いします。） 

曽田 （福田 久多美コミュニティセンター長、今日はお世話になります。 

スピーチ宜しくお願い致します。） 

原泰 （福田 実様本日はスピーチ宜しくお願いします。） 

石原俊 （福田 実センター長様、ようこそ起こし頂きました！） 

 



小汀 （10/15(日)国富縣(あがた)神社の例大祭に奉仕させて頂きました。

高砂会員のおられる町内の武者行列、またお宮です。 佐々木会

長にお会いできました。天候がもって本当によかったです。） 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「コミセン長7 ヶ月が経って」 

久多美コミュ二ティセンター   

センター長  福田 実 様 

１０月１９日 ロータリークラブ様の貴重な時間をいただき演題についてスピー

チをさせていただきました。 

 私自身 あのような場所でスピーチをするのが初めてということもあり、始ま

る前は非常に緊張しておりました。案の定、私の下手くそなスピーチで久多

美コミセンの ふれあい事業のほんの一部しかご紹介できませんでした。そし

て コミセン長たるはと自論を語ってしまいました！汗水たらして地域のため

に働かなきゃだめだ！などと たった７か月しか務めていない私が偉そうなこと

を言ってしまいました。 

 皆様の前でスピーチしました通り、

これから 若さをいかして 汗水たら

して働けるコミセン長になりたいと思

います。 

久多美は 高野寺をはじめたくさん

素晴らしいところがあります。 

 ぜひ 久多美におこしください。 

本当に貴重な時間ありがとうござい

ました。 

 


