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2019-2020 年度 

国際ロータリー会長／ マーク・ダニエル・マローニー  会長／ 持田 稔樹  副会長／ 釜屋 治男 

２６９０地区ガバナー／ 古瀨俱之          幹事／ 杉原 朋之   会 計／ 板垣 文江 

 
■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

10 月 24 日 ガバナー 古瀨 俱之 様 ガバナー公式訪問例会 

10 月 31 日 議長 持田稔樹 年次総会 

11 月 7 日 休  会  

11 月 14 日 
出雲市消防本部 平田消防署 

副署長 曽田 孝之 様 
火災予防について 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

42 28 14 (7) 74.29 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

堀江／加藤昇／黒田／飯塚俊／松浦／原伸／園山 

（山根／牧野／遠藤／河原／高砂／伊藤／大谷厚） 

■■■ 来訪者 ■■■   

地区ガバナー 古瀨俱之・地区副代表幹事 森山 勝 

■■■ メークアップ ■■■   

10/15 加藤昇(出雲)  

10/19・20 佐々木・持田稔・杉原(地区大会) 

10/20 地区大会出席者 ２４名 

10/23 加藤・大島卓(大社) 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 31 日）  久家正義／飯塚大幸／飯塚詔夫 

（11 月 14 日）  土江光二／飯塚俊之／石原輝男 

■■■ 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 10/28  11/25  12/23   松江南    

火 
出雲 11/5(－)  11/19  11/26  12/10  

12/24(－)  12/31(－) 
松江しんじ湖 10/29 

水 大社 10/30  11/13  11/20 (－)  11/27 松江  

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 10/24(－) 

金 出雲南    

■■■ バナー交換 ■■■ 

 

 

 

 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

10/20 日には、地区大会が成功裏に終わりおめでとうございます。そしてお疲

れさまでした。 

ところで、旧平田市時代、平成18 （2006）年07/18には洪水が発生していま

す。 

その時は、東幼稚園の造成工事が終わり、園庭まで増水したので、その後嵩

上げされました。 

しかし、道路は３０センチ位冠水しましたが、嵩上げされていません。 

また、４年前(2015年)の事ですが、「園灘漁協」の東側の第2水門が新しく作

り替られました。 

土木委員をしていたので、事前に連絡があり、下見に行った時、妙な発見を

しました。もう片方の第 1 水門が、宍道湖側の水位計目盛りと、水門を挟ん

だ土手の内側の水位計目盛りが、どう見ても違っていました。 土手の宍道湖

側のメモリが 41 ㎝も低かったのです。 

水門の係の人が、水位が下がったので、内側の雨水排水の為、水門を揚げ

ました。 すると、宍道湖から水が逆流して道路まで冠水してしまいました。操

作ミスという事になっています。 

しかし、その時すでに、水門の内外の目盛りが間違って付けられていたとすれ

ば、その逆流現象は容易に考えられます。 その後の平成27 年(2015)の第2

水門工事の時に建設省にそのことを言ったら、直ぐに直してくれました。 

また、鹿園寺町の境川には、昭和 55 年ごろに設置された「60 歩堰」という水

門があります。 

油圧で上げ下げを制御していますが、オイルが漏れて、機能しない時がありま

す。 

万が一、水門が上がっている時に洪水が発生すれば、避難所である「東コミュ

ニティセンター」も距離が近いので水害にあいます。 

今回の 19 号台風では、雨量が多く、中小の河川が氾濫し避難できなくなり、

その後大きな川が決壊なり氾濫してまた避難で出来なくなったと言う、2 重に

避難出来ない事故となったようです。 

転ばぬ先の杖になる様に、万全を期してもらいたいものだと思いました。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更   

   ○ 出雲RC  11/26(火) → 11/28(木) 5RC合同例会 

               12/10(火) 忘年家族会 ニューウェルシティ出雲 

         ビジター受付  11：30 ～ 12：30  ホテル武志山荘 

   ○ 大社RC  11/13(水)  11：00～ 地区補助金事業 

              会場 ： 社会福祉法人大社福祉会こぐま保育園 

            11/27(水) → 11/28(木) 5RC合同例会 

         ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局

２．休  会 

   ○ 出雲RC  11/5(火)  12/24(火) 12/31(火)  定款により 

         ビジター受付  な し 

   ○ 大社RC  11/20(水) 定款により 

         ビジター受付  な し 

３．古瀨ガバナー事務所よりご案内 

2019 年1 月RI 理事会決定により、『ロータリアンの行動規範』に 5 番目

の項目が追加されました。 

ロータリアンの行動規範 

ロータリアンが使用するために次の行動規範が採択された。 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 



1）個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動す

る。 

2）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念

をもって接する。 

3）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱

える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。 

4）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。 

5）ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境

を維持することを支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメ

ントを報告した人への報復が起こらないよう確認する 

   新のロータリー章典では、既にこちらの変更が反映されておりますが、 

My ROTARY上にございます『ロータリアンの行動規範』のPDFファイルは、

近々、本決定に合わせて改定予定とのことでございます。 

４．第７回日台ロータリー親善会議 福岡大会のご案内(ロータリーの友 10 月

号参照) 

開催日 ： 2020 年3 月6 日（金） 

会 場 ： ホテルニューオータニ博多 

申込締切日 ： 2019 年11 月29 日（金） 

送金締切日 ： 2019 年12 月10 日（火） 

５．第２回米山功労者マルチプル 感謝状の贈呈   佐々木哲也会員 

 

 

 

 

 

 

■■■ スマイル ■■■   

古瀨俱之ガバナーよりスマイルを頂きました。 

全員スマイル 

(古瀨俱之ガバナーの公式訪問を喜んで。 

先日10/20 の地区大会のご成功をお祝いして。) 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

国際ロータリー 第２６９０地区 

                         古瀨俱之ガバナー 

 １９日・２０日と地区大会を開催いたしました。至らぬことが多かったと思いま

すが、コホストクラブの皆様方のおかげで無事に終了できたと思っております。

心から感謝を申し上げます。山﨑会長代理のお話は非常に良かったと思って

います。東国原さんの講演会は人を引き付ける話術には感心しました。エクス

カーションを担当いただいた平田クラブには丸投げに近いような状態でしたが

土江・小汀・堀江会員には特にお世話になり、感謝をいたしております。平田

クラブで６３クラブ目の公式訪問で、あと３クラブ残っています。  

 会長幹事との懇話会では、持田会長より「ロータリーは地域と共に」をテーマ

に平田クラブではタイムリーなテーマではないかと思います。地域を中心にロー

タリー活動を進めていただきたいと思います。 

 大谷翔平の高校入学時に卒業の目的を書くように言われたときに、目標達

成計画を表にして持ってきた。中央に目標がドラフト８球団から指名を受ける

こと、その周りに８項目。体づくり・コントロール・きれ・スピード・運を味方につけ

るなど、さらにこれらの個々を表の中央に据えて、運を味方につけるでは、挨

拶をする・ゴミ拾いをする・部屋の掃除をする・本を読む・応援される人間にな

る・道具を大切にするなど常に頭において努力すると、運が味方に向いてく

る。 

３年後には８球団のみならず１１球団からドラフト指名を受けた。これをロータ

リークラブに当てはめると３年から５年先のクラブ目標達成計画を立ててみる。

これを表に当てはめると、会員増強・高潔性・例会の充実・持続性・奉仕活

動・公共イメージ・寛容性・親睦など、クラブの活性化にはこれらの要素が必

要となります。 

 ６３クラブの会長幹事会で、社会奉仕や国際奉仕はわかるがクラブ奉仕や

職業奉仕はわかりにくいという話が出ている。一口で表現すれば異論はあるか

もしれないが、クラブ奉仕は喜ばれること・良いことをする・ためになることをする。

ロータリーには返事は３つ。はいかイエスに加え、「喜んで」が加わりました。会

長や幹事から頼まれたときには喜んでお受けするのもクラブ奉仕の一つである

と思います。職業奉仕では日々自分の職業にかかわる人が対象になる。

日々自分の職業にかかわる人に奉仕をする。自分に対して本当のニーズをつ

かんでいるか絶えず反省しながらじっくり考えて奉仕するのが大切。江戸時代

から近江商人の哲学が買い手よし・売り手よし財を生ずるに大道あらず。日

本人が日本語で書かれた非常にわかりやすい職業奉仕の言葉であると思う。 

 国際協議会ではガバナーになるための研修会で、一人２０分間自分でテー

マを決めて発表します。ロータリーは世界をつないでいるポリオ根絶にロータリ

ー財団とビルゲイツ財団・ユニセフ・国連や多くの NPO 法人がかかわっている。 

 ロータリーとは一口で 30 から 40 文字程度で表すと、一口でまとめると「奉仕

の志を持った人が集まるところ」と４グループのどなたかが言っておられた。「親

睦と奉仕活動活動を通して自分を磨く場所」山崎 RI 会長代理がガバナー月

信に書いておられた。自分のロータリー感で奉仕していただきたい。 

 2690 地区では軸足を地域において地域に根差した奉仕を。ロータリーや他

の団体、またはそれらに属さない方々も含めて地域を巻き込んだ活動をして

いただきたいと思う。これがクラブの活性化に繋がり公共イメージを向上となる。

会員増強にもつながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ ガバナーとの会長幹事懇話会 ■■■   

「平田ロータリークラブの活動や、方針に関して」 

 


