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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 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 

11 月 21 日 ロータリー財団委員長 恒松克己 ロータリー財団月間に因んで

■■■ 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 ■■■   

石原俊／槇野／黒田／飯塚俊／松浦／原伸／小汀／清原／園山 

（山根／牧野／遠藤／河原／高砂／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■   

出雲南 RC  森山     出雲中央 RC  阿川 

■■■ メークアップ ■■■   

10/21 田中（松江南） 

10/30 加藤昇・大島卓(大社) 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（11 月 14 日）  土江光二／飯塚俊之／石原輝男 

（11 月 21 日）  大島淳司／板垣文江／伊藤義徳 

■■■ 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  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    

水 大社 11/13  11/20 (－)  11/27   松江  

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  

金 出雲南    

 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

10 月20 日は、一畑薬師マラソン大会、第41 回が開催されました。 

私は初回から参加していますので、そのお話をさせて頂きます。 

第1 回目は地元の若者はお手伝いをお願いされ、走路員をしました。 

しかし、折角の地元東地区の大会なので、2 回目からは走る事にしました。 

最初は年齢制限で 10 ㎞のコースしかありませんでした。 

初めのころは 11 月の第一日曜日で、風もあり凄く寒かった記憶があります。 

コースの始めはヘアピンカーブの下り坂、すごく速く走れるので気持ちがよかった

です。 

この時、スピードが出過ぎるので、足首や膝でスピードを殺しながら走っていま

した。 

そして、昔の料金所で右に曲がると長～い下り坂の直線で、スピードが出るの

が快感でした。 

一畑口駅を過ぎると、今度は長～い上り坂に差し掛かります。 

車で通ると、分かりませんが、足には物凄く負担になりました。 

風の日もありましたが、前に壁があるようで、まったく前に進みませんでした。 

最後の石段に差し掛かると、あと 1 ㎞です。色々な石段の登り方をしまし

たが、ジャージを膝までまくり上げ、そこを掴んで、膝を引っ張り上げる方法が、

一番良かったです。足の疲労が半分ぐらいになったのと、難波歩きになる事で、

腰の負担が大幅に減りました。最後の法堂前から商店街附近は観客が多く、

怠け歩きできませんでした。苦しくても、ゴールまで「根性」で走っていました。 

今は、足の手術をしたので「ウオーキングの部」に出ていますが、このマラソン

大会を 1 年間の目標にしているので、1 年じゅうほぼ毎日「スクワット 20 回」を

しています。 

皆さん運動をしていますか？… 健康に留意して、毎日歩く人は「ぼけ」な

いそうです。しかし、全く歩かない人は「ボケ」てから歩き出す様になるそうです。 

気をつけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１． 地区ガバナー 古瀨俱之様、地区代表幹事 岸 篤彦様より  

九州北部豪雨災害復旧支援義援金のお礼状がまいっております。 

  2690地区として 2,580,2575 円  

 

■■■ スマイル ■■■   

阿川会長(出雲中央) (本日は年次総会と重なって恐縮です。地区大会大

変お世話になりました。) 

森山 (地区大会お疲れさまでした。今日もお茶で久し振りにおじゃましました。

よろしくお願い致します。) 

持田稔 （出雲中央 阿川嘉明会長様、平田へようこそ。先日の地区大会成

功おめでとうございました。 森山様ようこそ！ 

平田商工会議所会頭に大谷厚郎様、副会頭に飯塚俊之様、再任

おめでとうございました。また新たに副会頭に石原俊太郎様のご就任

おめでとうございました。ロータリークラブ共々宜しくお願いします。 

本日は年次総会です。宜しくお願いします。） 

杉原 （阿川会長、地区大会では大変お世話になりました。） 

佐々木（出雲中央 RC 阿川会長 平田の例会へようこそ。引き続きよろしく

お願いします。 

出雲南RC森山先生いつもお世話になっております。本日もよろしくお

願いします。） 



飯塚大 （森山宗育様ようこそいらっしゃいました。  

出雲中央ロータリークラブ阿川会長様ようこそいらっしゃいました。） 

久家 （出雲中央ロータリークラブ阿川会長様、地区大会ではお世話になりま

した。 

森山先生ようこそ。本日もひよっ子の指導をよろしくお願い致します。） 

大谷厚 （平田商工会議所改選期にあたり一昨日の臨時総会にて、次期 3

年会頭を引き受けることとなりました。尚副会頭にはこれまでの飯塚・

内田両氏に加え、石原俊太郎氏が就任致しました。今後共、皆様

方にはご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。） 

 

■■■ 地区大会お礼 ■■■ 

出雲中央ロータリークラブ   阿川義明 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「年次総会」     議長 持田稔樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指名委員会によって次年度理事エレクトを選出いたしましたので、 

加藤 昇 指名委員長から発表していただきます。 

 

 

２０２０～２０２1 年度  理事エレクト 

 

釜屋 治男 ・ 堀江 卓男 ･ 持田 稔樹 ・ 來間  久 

持田 祐輔 ・ 槇野 良文 ・ 大島 卓爾 ・ 原  泰久 

土江 光二 

 

以上 9 名の理事が決定しました。拍手をもってご承認下さい。 

直ちに次年度理事の方々で役員エレクトの選考をしたいと思いま 

す。 

 

２０２０～２０２1 年度  役員エレクト 

 

会長  釜屋 治男 副会長  堀江 卓男 

幹事  原   泰之 副幹事  土江 光二 

ＳＡＡ  久家 正義 副ＳＡＡ  三好 洋平 

会計  槇野 良文 監事    小汀 泰之 

 

以上 役員の方が決定しました。 

 


