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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 

11 月 21 日 
ロータリー財団委員長  

恒松 克己 会員 
ロータリー財団月間に因んで 

11 月 28 日 ホテルほり江 18：30～ ５クラブ合同例会 

12 月 5 日 
㈲玉木製麺代表取締役 

玉木 暢 様 
旧石橋酒造の利活用について

 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

42 23 19 (7) 65.71 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

持田／飯塚詔／飯塚俊／小汀／板垣／石原輝／松浦／神田／ 

來間／三好／大島淳／園山 

（山根／牧野／遠藤／河原／高砂／伊藤／黒田） 

 

■■■ 来訪者 ■■■   

 な  し 

 

■■■ メークアップ ■■■   

 11/19 大島卓(出雲) 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（11 月 28 日）  福田磨寿穂／釜屋治男／加藤 昇 

（12 月 5 日）  神田慎一／清原正幸／黒田昌弘 

■■■ 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 12/23 12/30(－) 

火 
出雲  11/26  12/10  12/24(－)  

12/31(－) 

松江しんじ湖  12/10  

12/24・31(－) 

水 大社 11/27  12/1   松江  12/18  12/25   

木 (－) ； ビジター受付 なし
松江東  11/21(－)  

12/19  12/26(－) 

金 出雲南  11/29  12/20  12/27(－)  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、持田会長の代わりに挨拶をすることになりました。 

 さて、今日は、１１月２１日ですが、明日は、皆さんご存じの良い夫婦の日

ですので、その話をさせていただきます。 

今月の結婚記念日に、当ＲＣの会員がおられたように思います。 

ちなみに、会社の登記には、役員の選任日や登記事項の変更日に、この日

を選んだり、親族の誕生日の記載を依頼されることがあります。非常に覚えや

すい登記日となります。月初めの１日や末日を区切りとされることもあります。 

株主総会の月日を、毎回同じ日を選ばれるところもあります。 

また、不動産登記の契約等取引日は、基本的に大安や友引を選ばれま

す。 

さて、令和元年も、後１月となりましたが、来週は、当ほり江で５クラブ合同

例会が開催されます。多くの会員の皆様にご出席いただき、親睦を深めてい

ただきますようお願いいたします。 

随分と寒くなってきましたので、体調管理をきちんとしたいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１． ガバナーエレクト菊池捷男様、次期地区Ｒ財団委員長庄司尚史様より 

「次期クラブＲ財団委員長研修会並びに地区補助金管理セミナー」のご案内」 

日  時  12/15（日） 14：00～15：50  ／ 受付 13：30～ 

場  所  ANA クラウンプラザホテル岡山 

出席義務者 クラブ会長エレクト・次期幹事 

次期クラブＲ財団委員長 

当クラブ 釜屋治男会長エレクト・原 泰久次期幹事 

原 孝士次期R 財団委員長出席します。 

 

２．平田商工会議所より就任のご挨拶状をいただきました。 

会  頭  大谷 厚郎  様(再任) 

副会頭  飯塚 俊之  様(再任) 

内田 晃市                                        様(再任) 

石原 俊太郎 様(新任) 

専務理事  長岡 明生 様(再任) 

 

■■■ 委員会報告 ■■■   

情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友 11 月号の紹介 

 



■■■ スマイル ■■■   

釜屋 （恒松会員様、本日は財団の話よろしくお願いします。） 

杉原 （恒松会員、本日はスピーチよろしくお願いします。） 

久家 （恒松会員様、お世話になっております。今後も御指導いただきますよ

うよろしくお願いいたします。） 

恒松 （例会スピーチの機会をいただきました。ありがとうございます。） 

飯塚大 (次週５クラブ合同例会は欠席せざるを得なくなり、深くお詫び申し上

げます。予てからのミャンマー巡拝に当たってしまいました。) 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

ロータリー財団月間に因んで 

ロータリー財団委員長   恒松 克己 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前は、例会は 1 時 30 分まできちっと例会はされていました。食事も例会

の時間の中にありました。せっかく時間を作って例会に参加している会員に

申し訳ないからです。 

歯周病や虫歯菌は生まれた赤ちゃんにはないが、親や祖父母がなべ物な

どをとって与えることで感染する。とり箸を使うこと、香港などではとり箸がつ

いていて、なべ物をつついて食べる習慣はない 

SAA はこういう例会にしたいと考えておられるので命令監督を聞いていただ

きたい。 

RCに正解はありません。事務局にはいろいろな本があるので知識の宝庫で

す。 

RC の主役は一つ一つのクラブ、一人一人の会員です。 

あらゆる活動の根源には善意が流れています。 

人を育てるための人づくりです。 

RC の山﨑ＲＩ会長代理が語っている。これが基本です。 

4 つのテスト、真実かどうか 

みんなに公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 

一言でいえば 「真・善・美」 

ロータリークラブは 1905 年に創立され１１５年、平田では 45 年は 

２１６３回以上の例会が続いているが、このようなは会は世界的にも珍しい

のではないか。 

家族会で奥様が、主人が RC に入会して変わった。続けて毎週出席に協

力しようと思われていることがわかります。 

国際奉仕は線香花火だと言われている。線香花火がいつかは大輪の花火

となるよう国際奉仕を続けましょう。 

私は職場では職員を指導したりしますが、私が指導されることは在りません

が、例えばこの例会でわたしが喋ることか私にとっては教育の場です。 

一週間に一度、職場を離れ、地域を離れてニュートラルになり心の切り替

えをします。 

 

 

ロータリー財団について 

１９０５年にシカゴでロータリークラブが創設 

１９１７年の年次大会でロータリー財団の基金設置を提案 

１９２８年ロータリー財団と正式に命名 

１９４７年財団初のプログラム「高等教育のためのフェローシップ」を開始 

１９６５年研究グループ交換（GSE）を創設 

１９７８年「保健、飢餓追放、人間性尊重（3-H）補助金プログラム」開始 

１９８５年「ポリオプラス・プログラム」を設置 

1987-88 年「ロータリー平和フェローシップ」創設のきっかけとなる 

初めての平和フォーラムが開催される 

２０１３年地区補助金・グローバル補助金・パッケージグランとを導入 

２０１７年ロータリー財団１００周年 

 

ポリオプラスプログラム 

  ロータリーの 優先項目 

  ポリオ常在国、ウイルス流入国、高リスク国を中心とした世界のポリ 

撲滅のための取り組み 

 

ロータリー平和フェローシップ 

  世界に６つあるロータリー平和センターの一つで、国際関係、平和、紛

争解決とその関連分野で学ぶ学生への奨学金 

 

地区補助金・グローバル補助金 

  人々により良い生活をもたらし、地域社会に貢献するロータリアンの活

動を支援する。 

  人道補助プロジェクト 

  奨学金 

  職業奉仕チーム 

 

平田クラブでは 

  グローバル補助金は、２００５年～２００６年に大谷 孝会長の時にモン

ゴルへ「地球の秘密」１００００冊を贈呈 

  地区補助金は、２０１５年～２０１６年に河原治子会長の時に灘分小

学校に防犯監視カメラを設置 

 


