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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 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

12 月 12 日 ホテル ほり江 18：30～ 忘年例会 

 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

42 33 9 (6) 91.67% 

■■■ 欠席者 ■■■   

加藤／飯塚大／飯塚俊（山根／牧野／遠藤／河原／高砂／黒田） 

■■■ 来訪者 ■■■   

米山・板垣・浅津(出雲南)  舟越(松江)  中澤(松江南) 

堀江・平川・中田・溝本(松江しんじ湖)  英(鳥取) 

■■■ メークアップ ■■■   

11/25 大島卓・加藤(出雲中央)  

11/26 大島卓(出雲)   11/27 大島卓(大社) 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（12 月 5 日）  神田慎一／清原正幸／黒田昌弘 

（12 月 12 日）  久家正義／來間 久／槇野良文 

■■■ 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  12/23   松江南 12/23 12/30(－) 

火 出雲  12/10  12/24(－)  12/31(－)
松江しんじ湖  12/10  

12/24・31(－) 

水 大社  12/1   松江  12/18  12/25   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 12/19  12/26(－)

金 出雲南  11/29  12/20  12/27(－)  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

さて、本年度初め、Amazonで本を検索していたら「言葉と思索の散歩道」に

出合いました。 

そこには英単語も、分解すると意味が分かると書かれていました。 

その中で目に留まったのは「company」でした。 

「company」は分解すると、「com」「pany」に分かれるそうです。 

その「com」の「ｍ」は発音の物で省略し、「co」コになり、「pany」の「ｙ」は語尾

の為、省略し「pan」となります。 

残ったのは、「co」と「pan」です。 

「co」は「共に」という意味で、「pan」は文字通り食べるパンです。 

「company」=「会社」は、「共にパンを食べる仲間」という事だそうです。 

平たく言えば「一つ釜の飯を食う仲間」という事になります。 

「一つ釜、或は、同じ釜の飯を食う仲間」 これはロータリークラブに当てはまる

と思いました。例会に集まり、一緒の食事をとれば「親しい仲間」になれると言

うことになります。義務で出席するのではなく「親しい仲間になる為」に出席し

ているという事です。 

今宵は「ホテルほり江」の釜の飯を一緒に食べて頂き、この第４グループがさら

に親しい仲間となり、それぞれの奉仕活動など連帯感をもって活動できれば

幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 佐々木 哲也ガバナー補佐 挨拶 ■■■   

皆さんこんばんは。今年度第4 グループガバナー補佐を務めさせていただい

ております平田ロータリークラブ佐々木です。5 クラブ合同例会の開催にあたり、

このように多くの皆さんにご出席いただき、誠にありがとうございます。 

平田での 5 クラブ合同例会は、5 年前に続いて2 回目の開催、特に第4 グル

ープからガバナーが輩出されます年度では初めての開催です。古瀨ガバナー、

岸地区代表幹事におかれましては、日々大変お忙しい中、ご出席いただきま

したことに厚く感謝を申し上げます。 

7 月から始まりました年度もすでに 5 ヶ月目を迎え、私も各クラブ 2 回ずつ

訪問させていただきました。特に、ガバナー公式訪問に先立ちますクラブ協議

会では、各クラブの会長・幹事・各委員長さん、そして事務局員さんにも大変

お世話になりました。お陰様で、皆さんのご協力により、なんとか職責を果たせ

ている状態で、各クラブの皆さんにも御礼を申し上げます。 

任期はまだ7ヶ月残っております。この期間の大きな行事であります第3・4・

5グループ合同のインターシティ・ミーティング（ＩＭ）は、来年3月21日土曜日、

松江ロータリークラブをホストとしてホテル一畑で開催されます。先般、各クラブ

宛にご案内が届いたことと思います。詳細はご確認いただきまして、ぜひ多数

の皆さんにご登録・ご出席いただきますよう、この場をお借りしてお願い申し上

げます。 

最後に、この後の懇親会では、今年令和元年の改元にあやかった企画を

予定しております。今宵は、限られた時間ではありますが、この5クラブ合同例

会を通じて、皆様方の親睦がより一層深まりますことを願っております。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

■■■ 古瀨俱之ガバナー挨拶 ■■■   

当ホテルの送迎バスでこの会場に来ました。車中、ラジオから安室奈美恵の

「ヒーロー」が流れてきました。その時、ふと思い出しました。岡山の某クラブか

ら「公式訪問のガバナー入場の際に流すので、好きな曲を教えてほしい」とい



う事でした。提唱した曲が「ヒーロー」でした。あたかもボクシング選手の入場時

のような感じで、会場には違和感が満ちあふれていました。      

昨年8月27日、ガバナーエレクトの事務所開きを行いました。その節には各ク

ラブの会長様、幹事様にはウイークデイでお出掛けにくいところ、また暑い中お

越しいただき、まことにありがとうございました。会員の皆様には物心両面にわ

たるご支援、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。先日の地区大会では

出雲クラブ様には友愛の広場と接待を、大社クラブ様にはゴルフ大会のお世

話を、平田クラブ様には大社正式参拝などのエクスカーションを、出雲南クラブ

様には駐車場、ドームへのご案内を、それぞれ担当していただきました。皆さ

まのきびきびした態度と臨機応変に対応していただいた事で、予定した時間

に始まり、予定した時間に滞りなく終えることができました。本当にありがとうご

ざいました。地区内外のガバナー、パストガバナー、令夫人、そして会員の皆

様から異口同音に「素晴らしい講演と、おもてなしの心に満ちた地区大会だっ

た」と多くのお褒めの言葉をいただきました。これもひとえに皆様の心からのご

協力の賜物です。厚く御礼を申し上げます。 

最後になりましたが、私もクラブの役員の皆様も任期が 7 か月残っています。

地区目標達成に向けてご協力いただきますよう、この場をお借りしてお願い致

します。          

お礼とお願いを申し上げ、挨拶と致します。 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．ＩＭ （Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ） のご案内 

  日 時 2020 年3 月21 日（土）  13：00～17：00 

    12：15～13：00    受 付 

    13：00～13：30   開会セレモニー  

    13：40～15：10  講 演   

      演 題 「人類が初めて撮影したﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙの姿」 

      講 師 国立天文台 水沢VLBI 研究所 助教 

            秦  和 弘 (はだ かずひろ) 氏 

    15：10～15：40   閉会セレモニー   

        ガバナー講評・次期ガバナー補佐紹介 

    15：55～17：00   懇親会 

  登録料   ８,０００円 

  出 席  入会5 年未満の方、是非ご参加下さい 

            (次週例会より出欠表を回覧します) 

 

■■■ スマイル ■■■   

古瀨ガバナー・岸地区代表幹事 

   １．平田ＲＣの持田会長、杉原幹事また、会員の皆様には、本日の 

５ＲＣ合同例会のお世話を頂きありがとうございます。 

２．７月からスタート致しましたガバナー年度も隠岐・西郷ＲＣを最後に 

６６クラブすべての公式訪問を無事に終える事ができました。 

     また、１０月１９日、２０日開催の地区大会では、出雲中央ＲＣはホ

ストクラブとして、出雲ＲＣ、大社ＲＣ、出雲南ＲＣ、平田ＲＣは、コ・ホ

ストクラブとして、お願い致しました。それぞれの担当部門に、献身的

なお力添え頂き、滞りなく終える事ができましたこと、心から感謝申し

上げます。  ありがとうございました。） 

 

佐々木G 補佐・清原グループ幹事 

（５クラブ合同例会に、多くの皆様にご参加いただき、大変ありがとうござい 

ます。今宵、皆様方の親睦が、よりいっそう深まりますよう願っております。 

引き続き、ご支援をよろしくお願いいたします。） 

持田稔・杉原  

（本日は５クラブ合同例会に沢山ご出席いただき誠にありがとうございま

す。心より歓迎いたします。） 

 

■■■ 5 クラブ合同例会懇親会 ■■■ 

 

 


