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2017-2018 年度
国際ロータリー会長／ イアン H.S. ライズリー 会長／ 佐々木 哲也
副会長／ 小汀 泰之
２６９０地区ガバナー／ 池上 正
幹事／ 曽田 敏康
会 計／ 高砂 明弘
■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓 話 者
職業奉仕委員会
2 月 22 日
3 月 1 日 会 員 松浦 剛司
休 会
3月 8日
3 月 15 日 米山奨学生 ダシャ様
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
44
25
19 (4)

演 題
優良者表彰
新入会員スピーチ

出席率
62.50%

前々回補正出席率

74.36 %

■■■ 欠席者 ■■■
高砂／久家／曽田／堀江／園山 （山根／牧野／遠藤／大谷厚）
■■■ 来訪者 ■■■
2/22 森山（出雲南）
2/15 永島・松井（出雲） 大国（出雲南） 池淵（出雲中央）
景山・本田・堀江・中田・溝本（松江しんじ湖）
■■■ メークアップ ■■■
2/18 佐々木・曽田・河原・飯塚詔・釜屋・清原・來間・久家・槇野
小汀・大島卓･杉原･高砂 （大田 ＩＭ）
************************************************************

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（3 月 1 日） 土江光二／大島卓爾／大谷厚郎
（3 月 15 日） 板垣文江／園山 繁／杉原朋之
■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
月
火
水
木
金

出雲中央 3/19(－) 4/9 4/23(－)
5/28(－) 6/18 6/25(－)
出雲 3/13 3/20(－) 5/1(－)
大社
(－) ； ビジター受付 なし
出雲南

松江南
松江しんじ湖
松江
松江東

■■■ 会長挨拶 ■■■
2月18日に大田で開催された ＩＭ に参加された皆さんお疲れ様でした。
大田市は私が高校生時代を過ごした場所で､1978～81 年までの 3 年間､
駅から南へ約１ｋｍの町中に下宿していました。大田高校の定員は当時 8
クラスありましたが､少子化による人口減少に伴って現在は4クラスにまで減っ
ています。先日も大田市駅周辺には賑わいがみられず寂しい状況でした。
今回のＩＭでは「ロータリー財団創立 100 周年を迎えて」というテーマを設
定されました。講師のひとりはアメリカ研究者である慶応大学の渡辺靖教授
で､1990～1991 年に大田ＲＣからロータリー財団奨学生としてハーバード大
学に留学された経験をお持ちです。「新しいアメリカは？」という演題でのお
話を聞きました。もう 1 人は､松本祐二パストガバナーで､「ロータリー財団の
今､ポリオ撲滅に向けて」という講演で､2017 年のポリオ発症者がアフガニスタ
ン 14 名・パキスタン 8 名の計22 名であったこと､一方､経口ワクチン由来のポ
リオ発症者が 95 名にも及び､費用は高くなるものの､安全な不活化ワクチン
への切り替えが必要であるなどのお話しがありました。
講演でも触れられていましたが､明日 2 月 23 日はロータリー創立記念日
です。1905 年の 2 月23 日､シカゴのオールド・ユニティー・ビルのとある一室で､
弁護士ポールハリスを含む４人のメンバーが会合を持ったのが現在のロータリ
ーの発祥と伝えられています。ロータリーという名称も､また定款なども全くな
い初回の会合であったようです。渡辺氏の講演では､国際ロータリー世界本

部のあるエバンストンはシカゴから電車で約 1 時間の距離だそうです。
今年のＩＭは第 5 グループの大田ＲＣがホストでしたが､来年のＩＭは第 4
グループの出雲南ＲＣの主催で 3 月 10 日（日）に開催されます。2009～
2010 年度に平田で ＩＭを開催してからすでに 8 年経ち､現会員の約 4 割が
その後に入会された方となっています。7 年後にはまた平田で開催することに
なりますので来年も多くの会員さんにＩＭに出席していただきますよう今からス
ケジュール帳への記載をお願いします。
■■■ 幹事報告 ■■■
１．ロータリー青少年指導者育成セミナー（ＲＹＬＡ）のご案内
日 時
5/19（日） 13：00 ～ 16：00 （受付 12：30）
会 場
岡山県天神山文化プラザ
参加者
16～30 歳（インターアクト、ローターアクト、ロータリアン
ご推薦の方、ロータリアン）
プログラム 講演 「ＲＩのポリオ撲滅への道 これまでとこれから」
講師 ＲＩポリオ撲滅コーディネーター（第３ゾーン）
松本祐二ＰＧ
ご希望の方事務局まで
２．国際ロータリー第2690地区ガバナー補佐 第3グループ 中村 寿夫様
（松江RC）､ 第4グループ 岩永邦夫様 （大社RC）､ 第5グループ
波多野諭様 （大田RC）､ 大田ロータリークラブ 会長 齊藤 寛様､
I M実行委員長 大澤優彦様より､I M 出席のお礼状を頂きました。
３．米山学友・ロータリー米山奨学生歓送会について
2/25（日） 11：30～15：00 岡山県国際交流センターにおいて開催
当クラブより カウンセラー 恒松克己会員 米山奨学生 ダシャさん
出席致します。
■■■ 理事会決定事項 ■■■
・優良者表彰への推薦者３名の承認。
・飯塚会員インドでの奉仕活動への当会からの協賛金の件。承認。
■■■ スマイル ■■■
森山（出雲南） （今年初めてお邪魔させて頂きました。どうぞ本年もよろしく
お願い致します。 飯塚会員、ご無事でインドからお帰りで。）
佐々木 （出雲南、森山先生ようこそ。今年もよろしくお願いします。
ＩＭ出席者の皆さんお疲れさまでした。
3 名の表彰者の皆さんおめでとうございます。
飯塚大幸会員､インドでの奉仕活動お疲れさまでした。）
大島卓 （森山先生「宗春の会」本年もよろしくお願いします。
飯塚管長様インドへ修行の旅無事お帰りで何よりでした。）
槇野 （職業奉仕賞受賞者の皆様にお祝い申し上げます。
出雲南ＲＣ森山宗育様のご来訪を喜んで。)
恒松 （森山様、本日も宜しくお願い致します。）
黒田 （表彰者の皆様、おめでとうござい
ます。また急な用事のため中座
いたします。）
飯塚大 （昨日インドより戻りました。当
会よりご協賛賜り誠に有難うご
ざいました。眼鏡 1,400 個をガヤ
ロータリークラブに寄贈いたしまし
た。例会でバナー交換をさせて頂き夜の立食で親睦を深めました。）

飯塚俊 （社員表彰をしていただきありがとうございました。）
山口 （本日は職業奉仕賞受賞、ありがとうございます。）
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

優良者表彰

講演① 「新しいアメリカは？」
慶應義塾大学環境情報学部
教授 渡辺 靖 氏
（1990-91 年度 ロータリー財団奨学生）

職業奉仕委員会
講演② 「ロータリー財団の今、

この度、
優良従業員 2 名、
地域優良者 1 名
を表彰しました。

ポリオ撲滅に向けて」
RI 第 2690 地区パスとガバナー 松本 祐二 氏

RI 第 2690 地区
ガバナーノミニー 古瀬倶之様

【 社会に奉仕、輝かしい功績を 】
加納英雄様 ： 平田一式飾の技術継承のために長年にわたりご尽力
【 業務に励み、業績を残された優良者に 】
松本 健様 ： 山口建設株式会社 勤務
長きにわたり、現場生産過程において土木技術、舗装
技術の習得に励み、国家資格など取得。
他の社員からの信頼も厚い。
来海 繁様 ： 有限会社飯塚豊一商店 勤務
勤労意欲旺盛で、職場でも率先して仕事をこなされ、働
き易い職場づくりのために目配りや気遣いを行っている。
社外ではスポ少の指導者として 15 年以上に渡って携わる
など、社会貢献を積極的に行っています。

（写真左から→）
次期第 3G ガバナー補佐：
古志 勝俊様
次期第 4G ガバナー補佐： 土井豆 勝磨様、
次期第 5G ガバナー補佐： 砂田 忠様

■■■ 第３・４・５グループ Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ ■■■
30 年 2 月 18 日（日）

於） 島根県立女性参画センター あすてらす

サンレディー大田にて懇親会
テーマ：『ロータリー財団創立 100 周年を
迎えて』

