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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 

12 月20 日 
島根県立平田高等学校 

校長 坂根 昌宏 様 

地域から信頼される魅力と

活力ある学校づくりの推進

～「地域課題解決学習」

への取組を中心に～ 

12 月27 日 休  会  

1 月 3 日 休  会  

1 月10 日 ホテル ほり江  18：30～ 新年例会 

1 月17 日 会員 田中久・福田・高砂・内田 年男の抱負 

 

■■■ 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 30 15 (4)  73.17 % 85.37 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

河原／飯塚詔／神田／飯塚俊／原伸／石原俊／大谷良／槇野／ 

松浦／園山／山口 （山根／牧野／遠藤／岩浅） 

■■■ 来訪者 ■■■   

森山(出雲南) 

■■■ メークアップ ■■■  

 12/17 黒田(出雲中央) 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（ 1 月 10 日） 大島卓爾／内田節夫／遠藤 栄 

（ 1 月 17 日） 杉原朋之／福田磨寿穂／河原治子 

■■■ 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  12/31(－)   松江南 12/31  1/1  1/8  1/28  

火 出雲   松江しんじ湖  12/25  1/29 

水 
大社 12/26(－)  1/2(－)  

1/9  1/16(－)  1/23  
松江  12/26  1/2  1/30   

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東  12/20  12/27(－)  

1/3(－)  1/31   

金 
出雲南  12/21  12/28(－)  

1/4(－)  1/18   
 

■■■ 会長挨拶 ■■■  

平成30 年、本年最後の例会となりました。 

7 月に佐々木前会長からバトンを受け継ぎ、夢中で走ってきた感がありま

す。 

 私が会長になりましてから、最も共感し、また、地域課題に対して私たちの

ロータリー活動が何かの力になれないか、ロータリーとしてできることはないか、

と思った出来事がありました。それは、11 月 9 日に行われた平田商工会議

所創立70 周年記念事業そして式典・交流会での出来事です。 

 この記念事業では、平田高校 2 年生の「地域課題解決学習」成果を学

校の体育館で参観させていただきました。そして、交流会1 部での 

①記念事業実行委員会田中会長の挨拶に続いて、 

②飯塚副会頭からの平田未来ビジョンの発表、 

③平田高校生による地域活性化提案→生徒会長からの発信もありました 

④平田未来創出事業～若者応援宣言～ 

⑤坂根校長先生と大谷会頭による「平田高校との連携協力に関する協定

書」締結  

 とても刺激的な内容だったと思います。これらの企画の実現に、会員である

大谷会頭、飯塚副会頭、石原会員、司会進行の原伸雄会員をはじめとし

た皆様方のご尽力があったことも伺いました。とにかく、こうした企画を実現さ

せたことに敬意を表したいと思います。 

当日、私は祝賀会の中で今日お出かけいただいた坂根校長先生と初めて

お話しさせていただきました。この取り組みの経緯、学校教育の視点から見

た「地域課題解決学習」の狙い、商工会議所との連携などの狙い等のお話

を是非お聞きしたいと思いました。そして、今日の日を迎えました。 

 今後の私たちのロータリー活動の中で、連携協定を結ばれた後の事業へ

の後押しができないか、新たな視点で取り組めないか、そのように思っている

次第です。 

最後になりましたが、会員の皆様がたには、ご健勝で新しい年をお迎えにな

りますよう心からお祈りいたします。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．会費の引落  1/7 １･２･３月分(54,000 円) 

２．「２０１９年平田青少年新春コンサート」チケット配布 

(複数ご希望の方事務局まで) 

３．出雲一畑交通㈱平田営業所様、ホテルほり江様よりお歳暮を頂きまし

た。 

４．地区ガバナーエレクト 古瀬倶之様より 12/9(日)開催の国際協議会出

席の壮行会出席へのお礼状をいただきました。 

５．地区ガバナー 末長範彦様、出雲中央ロータリークラブ会長 北脇樹二

様、倉吉ロータリークラブ 会長 森和美様より 12/9(日)開催の古瀨俱

之地区ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行会・伊藤文利パストガ

バナー2019年規定審議会ご出席壮行会出席へのお礼状を頂きまし

た。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■    

「２０１９年平田青少年新春コンサート」への後援依頼の承認 

  一人一枚（1,000 円）チケット購入協力をお願い致します。 

■■■ スマイル ■■■  

森山(出雲南) （久し振りにお邪魔致します。本年も何かと有難うございまし

た。） 

小汀 （坂根校長先生、本日はお忙しい中時間をさいていただきありがとう

ございます。お話楽しみにしています。 出雲南クラブ森山先生、本

日はようこそお出かけ下さいました。ありがとうございます。） 

大谷厚 （平田商工会議所７０周年では、坂根校長先生には平田高校との

連携協定にもとづき、高校生や若者支援プログラムを実施していき

ます。今後共よろしくお願い致します。 森山宗育様、ようこそお出

でいただきました。) 

恒松 (坂根先生本日はありがとうございます。 森山宗育様本年は大変お

世話になりました。) 

佐々木 (出雲南RC 森山先生、いつもお世話になっております。  

平田高校坂根校長先生、本日のお話楽しみにしています。) 

高砂 (森山先生ようこそ！ 一年間ありがとうございました。 本日は所用

により早退致します。) 

田中浩 （坂根校長先生、例会にお出で頂きありがとうございます。京都での

駅伝大いに期待しています。） 

 



久家 （坂根校長先生先般の小豆の製品開発では大変お世話になりまし

た。今後共よろしくお願い致します。 森山先生、本日もよろしくお願

い致します。） 

飯塚大 （本年一年、お疲れさまでした。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

島根県立平田高等学校 

校長 坂根 昌宏 様 

地域から信頼される魅力と活力ある学校づくりの推進 

 

「地域課題学習」への取組の概要 

平田商工会議所との連携 

創立７０周年記念事業の一環 

 

 

2 年生の「総合的な学習の時間」 

 

地元産のあずきを使った新商品開発 

 

「駅サイト祭り」・「平田まつり」におけるお化け屋敷の企画 

 

「平田まちあそび」における各店のイベント立案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習の成果 

 

地域に対する理解が深まる・・・・・・・・・良いところも問題点も 

 

地域の一員としての自覚が高まる・・・・平田に住んでいてもいなくても 

 

地域に貢献しようとする意欲が高まる・・地域の活性化に期待 


