～ 平田ロータリークラブ 週報 ～

No. 2120 （平成 30 年 10 月 25 日）

■平田ロータリークラブ 事務局
〒691-0001 島根県出雲市平田町 2280-1 平田商工会議所 2F
TELTEL
: 0853-63-3232
： 0853-63-3232
/ FAX
/ FAX
: 63-5365
： 63-5365
/ IP : 050-5204-5816
/ IP ：
050-5204-5816
URL : http://hirata-rotary.jp/
Mail : office@hirata-rotary.jp

2018-2019 年度
国際ロータリー会長／ バリー・ラシン
２６９０地区ガバナー／ 末長 範彦
■■■ 例会プログラム ■■■
卓 話 者
例会日
10 月 25 日

演 題

仏料理 ラルカンシェル
大橋 昌典 様
休 会

「夢のチカラと島根日仏グローカル
時代」

11 月 1 日
11 月 8 日 議長 小汀泰之
11 月 15 日

年次総会

出雲税務署
署長 三宅 朗 様

「神話の国で税の話色々」

■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
45
25
20 (5)

出席率
62.50 %

前々回補正出席率

－ %

■■■ 欠席者 ■■■
福田／原伸／日野／飯塚詔／石原俊／久家／槇野／松浦／
三好／園山／曽田／杉原／高砂／恒松／山口
（山根／牧野／遠藤／岩浅／大谷厚）
■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
10/ 20・21 小汀・來間（地区大会）
10/21 飯塚大・飯塚詔・釜屋・清原・持田稔・佐々木・高砂・恒松
土江（地区大会）
10/24 黒田（大社）
************************************************************

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（11 月 8 日） 田中久雄／久家正義／槇野良文
（11 月 15 日） 原 伸雄／三好洋平／持田稔樹
■■■ 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 11/26(－) 12/10
12/31(－)
出雲
大社 10/31(－) 11/14(－)
(－) ； ビジター受付 なし
出雲南 10/26(－) 11/2 12/21
12/28(－)
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office@hirata rotary jp
会長／ 小汀 泰之
副会長／ 持田 稔樹
幹事／ 來間 久
会 計／ 黒田 昌弘

ロの指揮者のタクトで「国歌」「奉仕の理想」を歌いますと、ひと味違うように
感じました。生オケは、私の体にズシンズシンと響いてきました。開幕のミニコ
ンサートは、「威風堂々」「歌劇カルメン序曲」「軽騎兵序曲」とポピュラーな
曲が 30 分間にわたって流れました。いいホールでの生演奏は、やはり素晴ら
しいものでした。
第 2 部は、「国家の品格」の著者、お茶の水女子大学名誉教授藤原正
彦氏（数学者）、「日本のこれから、日本人のこれから」と題した記念講演で
した。氏は、作家新田次郎氏を父に、作家藤原てい氏を母にもつ次男坊で
す。概ね次のようなお話だったと思います。日本の歴史と日本人を過去から
振り返り、江戸、明治時代の識字率の高さを引合に、日本人の質の高さを
強調されました。その上で、小学校からの英語教育必修化を批判し「一に
国語、二に国語、三四がなくて五に算数。あとは十以下」であると述べ、国
語教育の充実を推奨。「読書をもっと強制的にさせなければならない」「教
育の目的は自ら本に手を伸ばす子を育てること」「全ての基礎は国語にある。
それを無視して、英語を学ばせても何もならない」。次いで、数学者である
氏から「自然科学で最も重要なのは、美しいものに感動する「情緒力」で、
数学的なテクニックではない。幼い頃の砂場遊び、野山を走り回る、小説に
涙する、失恋するなど、あらゆる経験がそれを培う。効率的に人を育てようと
するような考え方は間違っている」「教育に対する考え方を変えていくことが
必要だ」と。私にとっては、とても刺激的なお話で、共感するところ大でした。
本日は、地区大会でのお話を紐解きました。本日も宜しくお願い致しま
す。

松江南 10/29 11/19

■■■ 幹事報告 ■■■
１．地区大会において表彰
2017－18 年度 会員増強目標 3％達成クラブ
植樹プロジェクト奉仕賞

松江しんじ湖 10/30
松江 10/31
松江東 11/22

■■■ 委員会報告 ■■■
青少年奉仕委員会 ： 10月7日「親子ふれあいミニイベントin 木綿街道」
事業報告

11/20

■■■ 会長挨拶 ■■■
皆さん、こんにちは。先日の 10/21～
22、快晴の下、地区大会が岡山で開
催されました。平田クラブからは、12
人の出席でした。10/22 は、平田商
工会議所 70 周年の記念事業が催さ
れたため、小人数も致し方なかったと
思っています。当日の木綿街道は、
天候にも恵まれて大変な賑わいだっ
たとお聞きしています。
さて、地区大会での私の印象をお
話ししてみたいと思います。会場は、
岡山シンフォニーホール。本会議、第
1 部のセレモニーでは、岡山フィルハー
モニック管弦楽団の演奏をバックにプ

■■■ スマイル ■■■
小汀 （ラルカンシェル、オーナーシェフ大橋昌典様、本日はようこそお出かけ
下さいました。お話し楽しみにしています。
また 10/21 地区大会へお出かけの皆様ありがとうございました。）
來間 （先日は地区大会ご参加の皆様ありがとうございました。
本日は出席者が少ないようですが楽しくいきましょう。
ラルカンシェル大橋様、スピーチ楽しみにしております。）
河原・黒田 （大橋様、ようこそ）
佐々木 (大橋様ようこそ。本日のお話楽しみです。)
田中浩 （大橋様ようこそ。また美味しい料理をお願いします。)

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■
「夢のチカラと島根日仏グローカル時代」

■■■ 国際ロータリー第２６９０地区 地区大会 ■■■

本会議

30 年 10 月 21 日（日）

於） 岡山シンフォニーホール

仏料理 ラルカンシェル 大橋 昌典 様
いつもご愛顧頂きありがとうございます。
１９９８年開業で２０年目の当店では
「ご家族のお祝いや団欒」「ご友人との
食事会」「ご夫妻での記念日」「ご結婚
ご結納の正餐会食」「ご家族を偲ぶ会」
等の大切な時間のお手伝いが叶えばと
ご準備させて頂きます！
ご予約をお待ちしております。

「島根県日仏友好協会」
平成２８年８月１日 設立

藤原 正彦 様
「日本のこれから 日本人のこれから」
お話の間、会場は静けさに包まれていました。
大変すばらしい講演でした。

