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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 30 日 
ガバナー補佐  

土井豆 勝磨 様 
 

9 月 6 日 坂根 様 縁結びの話 

9 月 12 日 

（水） 

第2690 地区 

ガバナー  末長 範彦 様 

ガバナー公式訪問  

大社ＲＣ・平田ＲＣ合同例会 

■■■ 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

45 33 12 (5)  82.5 % －  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

 黒田／飯塚俊／石原俊／三好／田中浩／山口／園山  

 （山根／牧野／遠藤／大谷厚／岩浅） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 土井豆ガバナー補佐・田中グループ幹事 (出雲南) 

■■■ メークアップ ■■■  

 8/24 大島卓(出雲南) 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（9 月 6 日） 大谷良治／日野寿明／堀江卓男 

（9 月 12 日） 清原正幸／飯塚大幸／飯塚詔夫 

■■■ 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  9/10   松江南  9/3   

火 出雲   松江しんじ湖  9/4  9/18  

水 大社  9/19(－)  9/26(－)   松江  9/5   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  9/6  9/27(－)   

金 出雲南  8/31(－)  9/21  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

  本日は、土井豆勝磨ガバナー補佐 様、グループ幹事 田中 充 様、

ようこそ平田クラブへお越し頂きました。今日は、ご指導頂きますよう、よろし

くお願い致します。  

 さて、2015 年10 月RI 理事会、ロータリー財団管理委員会は次の事項を

決定しています。 

1.ロータリーは時代に追いついていかなければならない 

2.ロータリーは時代に適応していかなければならない 

3.ロータリーは将来への備えができていなければならい 

今朝の日経新聞「ビジネストゥデイ」では、スマートフォンの普及で電車内

で雑誌を読む人が減っている。雑誌卸の売上高は数年内に赤字に転落す

る、と述べています。私たちの身近なところでも、ものすごい変化が起こってい

ることに、びっくりしました。 

アサヒグループホールディングス会長 泉谷直木（いずみや なおき）氏は

ロータリーの友誌2018/8 月号で述べられています。 

<きびしい状況が続く中でどんな挑戦ができるか、１０のチャレンジポイント> 

①「どうやって売るか」⇒「どうやって買っていただくか」 

②「思い込み」⇒「事実確認」への現場発想の転換 

③商品開発。社内発想型⇒市場発想型へ 

④「物的品質」に「精神的品質」を加える 

⑤「広告宣伝」⇒「情報の受発信」へ 

⑥「お願い型」営業⇒「品質論理型」営業へ 

⑦「他人の意識」⇒「自分の意識・行動改革」へ 

⑧社内での仕掛ける時の発想の転換 

⑨「金太郎飴集団」⇒「桃太郎軍団」へ 

⑩改革の時期 

< 「成功するコツは分からないが、失敗する要因は分かる」として１０のチェッ

クポイント> 

①実行度･･･現場社員に「ああまたか」と思わせないこと 

②信頼感･･･日常的な信頼関係をどう築くか 

③上司へ部下は盲従していないか 

④成果なきプロセス 

⑤プロセスなき成果 

⑥言葉だけの一人歩き 

⑦拙速 

⑧現状埋没 

⑨美文、メールでの指示 

⑩問題のすり替え⇒改革が進むはずがない 

「一部のできる人材を引っ張って改革を始め、ゴールする時に全員でゴール

するのです。達成感は全員で味わいます」 

 ロータリーの友誌、改めて読み直してみると、発見できるものが沢山ちりば

められていると思った次第です。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 末長G 公式訪問例会について 

９/１２(水) １２：３０～ アンジェグレースガーデン 開催 

当日は会場へ直接ご集合下さい。 

   なお ご都合で欠席されます方は９/４(火)までに事務局へ。 

２． 古瀬ガバナーエレクト事務所より 

「地区ガバナーエレクト事務所開所式」出席のお礼状を頂きました。 

３． 直前G 事務所より月信１３号の訂正お詫び 

各テーブルに配布しております。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

プログラム委員会 ： 9 月の例会プログラム予定表配布 

■■■ スマイル ■■■  

土井豆ガバナー補佐・田中グループ幹事 

    (本日はよろしくお願い致します。 次期ガバナー補佐佐々木様のご

活躍を期待しています。) 

小汀 （本日は第 2690 地区ガバナー補佐 土井豆勝磨様、グループ幹事

田中 充様、ようこそお出かけ下さいました。ご指導よろしくお願い致

します。） 

恒松・飯塚大･持田稔 

    （土井豆ガバナー補佐様、田中グループ幹事様ようこそいらっしゃいま

した。今年度よろしくお願い致します。） 

飯塚詔・高砂 (土井豆ガバナー補佐様、田中グループ幹事様をお迎えして、

この一年のご活躍を祈念します。) 

大島卓 (土井豆ガバナー補佐、田中グループ幹事 本日はありがとうござい

ました。よろしくご指導下さいませ。) 

槇野 (土井豆ガバナー補佐、田中グループ幹事様のご来訪を歓迎して) 

佐々木 （土井豆ガバナー補佐様、田中グループ幹事様いろいろお世話に

なります。本日は例会へようこそお出かけ下さいました。） 

堀江 （土井豆様、田中様お久しぶりです。本日はよろしくお願いします。） 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

 
2018-2019 第４グループ 

ガバナー補佐 土井豆 勝磨 様 

今年度ＲＩ第 2690 地区第４グループガバナー補佐を務めます出雲南ＲＣ

所属の土井豆勝磨（つちいずかつま）です。一年間宜しくお願いいたします。

また、本日はクラブ協議会を開催していただきありがとうございます。クラブの

現況ならびに今年度の活動計画等をお聞かせいただき、末長ガバナーに報

告させていただきます。 

 私は、2001 年東儀君子現会長・林不動会員のスポンサーでＲＣに入会さ

せていただきました。異業種の多くの皆様と活動が共にできることを幸せに感

じています。これまでクラブの幹事、会長を経験し地区でいろいろ勉強させて

いただきましたが、今回さらにガバナー補佐というＲＩ側の末端の立場の教育

を受け、ロータリーのこれからの可能性の大きさを垣間見た思いがいたしまし

た。 

 さて、今年度ＲＩバリー・ラシン会長は『インスピレーションになろう』とテーマを

提唱されました。日本人には聞きなれない難解なテーマですが、第 2690 地

区の鳥居滋ＰＧは『ロータリー活動を一層鼓舞しよう』と訳されました。当クラ

ブの今年度活動計画書を拝見いたしましたが、小汀会長が掲げられた今年

度のクラブテーマ『ロータリーを出会いの 高の場所にしよう』は、会員それぞ

れが職業奉仕を通じて社会に貢献し、またクラブの一体感を創出しロータリ

ーの奉仕活動を一層大きくしようという行動指針は、地区テーマに沿った素

晴らしい姿勢と敬服いたします。 

ロータリーは以前「ローリー家族を大切にしよう」等の内向きな表現で個々

の基盤を固める方針がよく聞かれましたが、近年は「公共イメージと認知度

の向上」という表現で外向き志向に変化してきました。さらに今年度からは

「各ロータリークラブの持続可能性の確保」を大きく取り上げられ、各ロータリ

ークラブがクラブに必要な戦略計画を持ち、継続して活動できる基盤を作り

上げる重要性を示しておられます。終わりに平田ＲＣの更なるご活躍を期待

しております。 

 

ロータリー米山記念奨学会 財団設立50 周年記念 

DVD 『世界へ届け 米山の架け橋』（2017.9 製作）上映 

 

 

 

 

 

■■■ 土井豆ガバナー補佐 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、各委員長から土井豆ガバ

ナー補佐に説明しました。 

 

 


