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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 

2 月 27 日 
NPO 法人 かえる俱楽部  

理事長 山本 富子 様 

持続可能なくらしで

健康に 

3 月 5 日 臨時の休会  出雲市長 長岡 秀人 様  

3 月 12 日 臨時の休会  会 員  松浦 剛司  会員スピーチ    

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

42 27 15 (5) 72.97 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

持田祐／石原俊／久家／板垣／松浦／原伸／大谷良／飯塚俊／ 

三好／園山 （山根／牧野／遠藤／黒田／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 森山・水谷(出雲南)  

■■■ メークアップ ■■■   

 な  し 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 3 月 5 日）  大島淳司／原 伸雄／原 孝士 

（ 3 月 12 日）  福田磨寿穂／原 泰久／堀江卓男 

■■■ 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 3/9・30(－)  松江南  3/23  4/27   

火 出雲  3/17(－)   4/7  4/28(－) 
松江しんじ湖  3/24  4/7  

4/28 

水 大社  3/4  3/18(－) 松江  3/25  4/29(－) 

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 2/27(－)  4/30(－) 

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「徒然草」第９２段の話。   

➀「初心の人、二つの矢を持つことなかれ。後の矢を頼みて、初めの矢に、

なほざりの心有り。 

毎度ただ得失なく、この一矢に定むべしと思え」 

②道を学する人、夕べには明日あらんことを思い、朝には夕べあらんことを

思いて、重ねてねんごろに修せむことを期す。いわんや、一刹那のうちにお

いて、け怠の心あることを知らんや。 なんぞただ今の一念において、直ちに

する事の甚だ(はなはだ)難き。 

②番目の話は、来る日も来る日も明日勉強すれば良い、明日勉強すれ

ば良いと言っていると何もしないまま、年取ってしまうので、一日一日を大切

に、その都度勉強をしなさいという戒めです。 

この②番目と同じ意味が「旧東小学校」に書いてありました。（河原治子会

員の別荘の上） 

55 年前に目にしたのは、「今日学はすして来日有りと謂うなかれ」 

旧東小学校の坂道を上がったところに時計台があり、その中央に御影石に

文字が刻んでありました。その文字盤を、現在の東小学校が移転するとき

移築され、現在も残っています。 

現在は時計台でなく、昔の授業の合図用の鐘がつるしてあり、卒業生が鐘

をついてから卒業します。 

私が東小学校を卒業した 51 年も前の話です。 

現在新校舎が建設中ですが、OB としては歴史ある鐘と文字盤を持って行

って欲しいものです。 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

   ○ 出雲RC   4/7(火)  花見例会(夜間例会)    

会場：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 

   ○ 松江RC     3/25(水)  3/21(土) IM 開催による 

       ビジター受付 12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

   ○ 松江しんじ湖RC   4/7(火)  観桜会(夜間例会) 

       ビジター受付 12：00 ～ 12：30  すいてんかく 

２．休   会 

   ○ 出雲RC     3/17(火) ・ 4/28(火) 定款による 

       ビジター受付  な し 

   ○ 出雲中央RC     3/9(月) ・ 3/30(月) 定款による 

       ビジター受付  な し 

   ○ 松江東RC     4/30(木)   定款による 

       ビジター受付  な し 

   ○ 松江南RC     3/23(月) ・ 4/27(月) 定款による 

       ビジター受付 12：00 ～ 12：30  松江エクセルホテル東急 

   ○ 松江しんじ湖RC    3/24(火)  ・ 4/28(火) 定款による 

       ビジター受付 12：00 ～ 12：30  すいてんかく 

３． ロータリー米山記念奨学会事務局より事務局開室時間変更のお知らせ 

   ２月２７日(木）より、当面の間 9：00～17：00  →  9：30～17：30 

   （混み合う通勤時間帯を避けて勤務する等、 

職員の新型コロナウィルス感染リスクの軽減と安全確保のため） 

 



４．ポール・ハリス・フェローバッジの贈呈 

    恒松 克己 会員    7 回目   

    佐々木 哲也 会員  3 回目   

 

 

 

 

 

 

■■■ ガバナー補佐報告 ■■■   

本日は、2 点情報提供させていただきます。まず、前回の例会で幹事報

告された「ＦＭラジオによるクラブＣＭ」の件は、私がガバナー補佐就任にあ

たって古瀨ガバナーから依頼を受けていたものです。昨年 4 月の第 1 回 5

クラブ会長幹事会以降、各クラブの皆さんと協議・合意を得ながら、進めて

きた活動です。ぜひ、お聴きいただければと思います。なお会員 1 人あたり

500 円（消費税別）の費用は、年度当初の当クラブ理事会で、私が説明さ

せていただき、承認していただいております。ご協力に感謝申し上げます。 

2 点目は、新型肺炎の件です。現在、新型コロナウイルス感染の流行が、

徐々に進行している中で、3 月7 日・8 日に地区の行事である「ＰＥＴＳ」の

開催が予定されています。この開催に関して、私もメンバーの 1 人である地

区の危機管理委員会が動きはじめ、緊急に、アンケートとして意見を求め

られました。近日、ＰＥＴＳの開催に向けた何らかの判断が下され、通知が

あるものと思います。また、3 月 21 日開催予定のＩＭについても、順次、何

らかの判断が下されるのではないかと推測しています。 

幸い中国地方での感染者は現時点で報告されていませんが、いつ感染

者が発生してもおかしくない状況にあります。現在直ちに例会を取りやめる

必要はなさそうですが、標準ロータリークラブ定款（2019 年）第7 条第1 節

（ｄ）クラブ例会の取消には、「全地域社会にわたる流行病もしくは災害が

発生した場合、理事会は例会を取りやめることができる」と規定されていま

す。理事の皆さんは、今後の感染者発生の状況を見極めながら、適切な

時期に適切な対応をよろしくお願いいたします。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

プログラム委員会 ： ３月例会プログラム表配布 

情報・雑誌委員会 ： 家庭集会開催について 

■■■ スマイル ■■■   

森山(出雲南) （今年初めておじゃま致します。本年もどうぞよろしくお願い

致します。 宗春の会の皆様には初釜にはご迷惑をおかけ致し す

みませんでした。 河原会員、高砂会員両名様のお元気なお姿に

嬉しく思いました。どうぞお元気で。）  

水谷(出雲南) （久しぶりにお邪魔します。昨年11 月の第4 グループ合同

例会では大変お世話になりました。ありがとうございます。）  

持田稔 （森山先生、本年もよろしくお願いします。 かえる倶楽部 山本

富子様、ようこそ。本日はスピーチ宜しくお願いします。） 

釜屋 （NPO 法人かえる倶楽部山本富子様、スピーチよろしくお願いしま

す。）  

佐々木 （森山先生ようこそ。本日の宗春の会は残念ながら失礼させてい

ただきます。 水谷さんの来訪を喜んで。 

ＦＭラジオによる第4グループ5クラブのCM、他クラブのＣＭも含め

ぜひお聴き下さい。役目の一つが完結し、ほっとしています。）  

槇野 （出雲南RC 森山様、水谷様のご来訪を歓迎申し上げます。）  

飯塚大 （森山宗育さま、初釜でもお世話になりました。水谷厚志さま、い

つもお世話になっております。ようこそいらっしゃいました。） 

小汀 （NPO 法人かえる倶楽部山本理事長様、今日はようこそおでかけ

下さいました。スピーチよろしくお願い致します。  

本日は所用のため中座いたします。申し訳ありません。）  

内田 （出雲南クラブ森山先生、水谷先生本日はようこそ。 

山本様スピーチありがとうございます。）  

原泰 （山本様、スピーチ宜しくお願いします。）  

杉原 （本日は早退します。）  

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

持続可能なくらしで健康に 
NPO 法人 かえる俱楽部  

理事長 山本 富子 様 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全ではたくさんのものがあふれているが、リデュ－ス・リユー

ス・リサイクル（3R） ごみになるものをもとからなくそう・再びつかお

う・繰り返し使おう・再使用しよう。衣類など繰り返し使えるように

無償で提供していただいたり、ごみを減らすために学校やコミセン

で啓発活動をしている。10 年ほど前に環境アンテナショップの廃

止があったが、その時にたくさんの継続の声や店舗の提供の声も

あった。今は出西のガラス工房の上のところで店舗とアンテナショ

ップとかえる倶楽部の事務所を持っていて、出雲市からはごみ減

量化の啓発事業を受託している。可燃ごみの中で 60％を占め

ているが、燃やすのではなく土に返すためにたい肥にする。プラス

チックごみが大半を占めているが、体の中に入るとマイクロプラス

チックが蓄積されると異常を及ぼす。生ごみと草をたい肥にして

無農薬農業を推進しているが、発達障害が改善する事例もあ

る。生活の中でプラスチックをなくそう「ノープラ」衣類も毛や綿を

中心にする。眼鏡さえもプラスチックを使わない。 

昔は店も数件しかなかった。今は大量廃棄する時代になったが、

醤油は大豆と塩と麹でできているが、今では十分に発酵する時

間がないから、甘味料や防腐剤が使われている。石鹸でもボデ

ィーソープが使われているが、もう一を見直しをしていただきたい。

EM 菌は酵母菌などの集合体であるが、塩害や放射能からも植

物の成長を促す。養殖も EM 菌を使用すると周りの環境も良く

する。発達障害の子ども達には野菜は無農薬、家は古民家、

薪でご飯を炊くなどで改善される。コンビニなどの空揚げやとんか

つはインジェクション処理、化学調味料など注入されている。保

育所は給食を改善する。おやつも加工品でないものを使用して

健全な子どもを育てている。無農薬でEMで塩害の土壌をミネラ

ル分に改善する。日本人の知恵は素晴らしく、器を金つぎをした

り発酵食品を使用したり、いい微生物を上手にししている。消毒

によって有効な菌までも殺している。有効な微生物を大切にして

付き合う日本の文化を大切にしていかなければならない。 


