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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 

6 月 18 日 会 長  持田 稔樹 一年を振り返って 

6 月 25 日  休  会  

7 月 2 日 次年度会長 釜屋 治男 新年度会長方針  

7 月 9 日  休  会          

7 月 16 日 次年度 各委員長 クラブ協議会 「行動計画発表」 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

42 34 8 (4) 89.47 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

松浦／大谷良／神田／園山 （山根／牧野／遠藤／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 な  し  

■■■ メークアップ ■■■   

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（7 月 2 日）  大島淳司／田中浩史／土江光二 

（7 月 16 日）  神田慎一／恒松克己／内田節夫 

■■■ 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  6/22(－) 松江南  6/29   

火 出雲   松江しんじ湖  7/14・28  8/11・25  

水 
大社  7/1・22・8/5    

7/15・8/12(－) 
松江  6/24  

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  6/25  8/13(－) 

金 出雲南  8/14(－)  8/2１  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

 

 

 

 

 

 

 

■長いだろうなと思っていましが、終わってみればアット言うまでした。 

45周年事業からの連続2年で、仕事に影響が出ないか？それだけが心配

でした。実際には、趣味の部分で 3 つほど休会し、頭の中に余裕スペース

を作りました。 

■新年度が始動すると、各来訪行事や、5 クラブ合同例会、平田高校の

「地域課題解決学習」にも参加。やがて平田高校甲子園出場のうわさが

入り、高校に行くようになりました。これは、予定になかったので、都合を合

わせるのが大変でした。そして、年が代わりに、概ね事業が終わっていまし

たので、会員拡大に力を入れなければと思っていましたが、今度は、新型コ

ロナウイルス問題が発生し、これも予期せぬ出来事でした。 

結果、3 月4 月5 月は各月1 回ずつしか例会が開催されませんでした。そ

れも短縮例会となりました。その間、理事の皆様には「緊急理事会」を何

度も開催する事となり、ご迷惑をおかけしました。特に杉原幹事には、その

たびに、会場の準備、出欠の確認と、大変お世話になりなりました。 

■３密と言う新しい言葉も生まれ、何をすれば良いか、日本中が手探りの

中、眼に見えない敵に心配というか、恐怖すら感じていました。 絶対にロ

ータリークラブの中からは感染者を出してはいけないと言う思いでした。 こ

れは、出雲の他クラブも同じでした。 

■４月２７日には緊急５クラブ会長会が開催され、会長５名が武山荘の広

間に於いて５名のみで開催され、各クラブの対応状況報告会が開催されま

した。感染者受け入れの病院の先生が会員におられるクラブ、飲食店が多

数おられるクラブ、退会の申し出がちらついたクラブなど様々な状況でした。

中には、会長挨拶をネット配信する事で例会出席を認め、人の接触を防

いだクラブもありました。また、来る6月20～26日には「2020年ロータリーバ

ーチャル国際大会」も開催が決まっています。 

■コロナの影響で、新しいクラブの在り方、社会や仕事の在り方が問われ

る事となりました。コロナウイルスの問題はそう簡単には収まらないと各方面

で言っています。ウィズ（共にある）コロナの世界・時代に生きる為にロータリ

ークラブは何を考え何をすべきか。それぞれの仕事も変化するだろうし、地

域も変化しますので、柔軟に即応性をもった行動をしなければ生き延びれ

ないと考えられます。みんなで、会社も、クラブも生き残るために、頑張りま

しょう。 

■会長挨拶として、仕事や木材の話が 15 回、ロータリーにまつわる話を 5

回させて頂きました。最後にもう一つ木の話しをしたいと思います。 

住宅産業では、樹木を切って製材し、それを半年、1 年と乾燥させて、材

料となります。しかし、現在は外国から製品として船で乾燥機入れて軽くし

た木材を使います。これが、直ぐに使えるうえに、引き渡し後の縮みによる

割れや、隙間も出ません。しかし、この事が、地場産業の衰退に繋がったの

ではないかと思われます。地場の大きい製材所→小さい製材所→運送→

販売→建築、のサプライチェーン（地場産業のサプライチェーン） 

現在は世界をまたいだサプライチェーンが構築されましたが、もう一度、国

内のサプライチェーンを取り戻すことが、若者を地域に引き留め、いや戻って

こさせる鍵になるのではと思っています。 

■先日、国立競技場の設計者、隈研吾氏が、東京暮らしは失敗だったと

NHK で言っていました。今後、田舎暮らしをする人が、きっと増えるだろう思

います。（海外でも言われ始めています）テレワークを体験した人はきっと、

田舎に UI ターンして来るでしょう。それまで、持続化給付金でも貰って頑張

りたいと思います。最後に理事役員の皆様、会員の皆様、そして事務局の

勝部みさこ様、本当にありがとうございました。７月からは釜屋年度が始まり

ます。コロナの影響はあると思いますが、皆で協力して、クラブの発展に努

めましょう。 

■本年度のクラブテーマは「ロータリーは地域と共に」としました。 

今後も皆で協力し頑張り、地域を盛り上げましょう。 

１年間本当にありがとうございました。 

 



■■■ 幹事報告 ■■■  

 

 

 

 

 

 

 

 

１．例会変更 

  〇 大社RC  7/1（水）  18：30～  前年度最終例会・初例会   

                         会場：ゆたか亭 

          7/22（水）  6：30～  早朝例会(稲佐の浜清掃奉仕) 

          8/5（水）  6：30～  ラジオ体操例会    

                         会場：大社小学校 

        ビジター受付  11：30～12：30 事務局 

  〇 出雲南RC  8/21(金)  早朝例会 

        ビジター受付  11：30～12：30 事務局 

  〇 松江しんじ湖RC  7/7・21・8/4・18  12：30～  

(当面、例会はコーヒーのみの短縮例会) 

２．休  会 

  〇 大社RC   7/15・8/12(水)  定款による 

        ビジター受付  な  し 

  〇 出雲南RC  8/14（金）   定款による  

        ビジター受付  な  し 

  〇 松江東RC  8/13（木）   定款による 

        ビジター受付  な  し 

  〇 松江しんじ湖RC  7/14・28・8/11・25（火）  定款による 

        ビジター受付  12：00～12：30 すいてんかく 

３．2020-21 年度 菊池ガバナー事務所 ホームページ開設のお知らせ 

https://2020-rid2690.jp 

４．5RC 会長幹事会開催について （5 月の開催を延期） 

 6/25（木）  18：30～    場 所  海山(今市町) 

 当クラブ 持田会長・杉原幹事 佐々木G 補佐・清原グループ幹事 

出席致します。 

５．次年度５ＲＣ 会長・幹事会開催について （4 月の開催を延期） 

  昨日 6/17（水）  18：30～   場 所  武志山荘 

  当クラブ 釜屋次年度会長・原次年度幹事 出席致しました。 

 

■■■ スマイル ■■■   

持田稔 （一年間、粗末な挨拶にお付き合い頂き誠にありがとうございまし

た。私の人生で貴重な体験をさせて頂き、今では大変喜んでいま

す。今後もクラブの発展のために、この平田地域の発展のために頑

張りたいと思います。一年間本当にありがとうございました。） 

杉原 (会長を始め理事役員、会員の皆様一年間ありがとうございました。) 

佐々木 （持田会長・杉原幹事 感染症対応に追われ、活動もずいぶん

制限されてしまった年度となりましたが、大変お疲れ様でした。 

清原グループ幹事、１年間いろいろお世話になりました。） 

清原 （会長幹事一年間お疲れ様でした。 

佐々木ガバナー補佐１年間ありがとうございました。つたないグルー

プ幹事で申し訳ございませんでした。）  

 

 

釜屋 （持田会長、杉原幹事一年間ご苦労様でした。）  

原泰 （持田会長、杉原幹事、各委員長さん 1 年間ご苦労様でした。）  

大島卓 （会長、幹事、理事役員の皆さん 1 年間ご苦労さまでした。大変

立派な年度でした。）  

河原 （持田会長、杉原幹事一年間御苦労様でした。）  

槇野 （佐々木ガバナー補佐、清原グループ幹事 1 年間お世話になりまし

た。 

持田会長、杉原幹事お疲れ様。大変お世話になりました。）  

高砂 （持田会長はじめ幹事役員、一年間お世話になりました。）  

恒松 （持田会長様、杉原幹事様一年間ご迷惑おかけしました。ご苦労

様でした。 

河原治子様に久しぶりにお会いしました。大変嬉しく思います。）  

小汀 （持田会長、杉原幹事この一年間ご苦労様でした。イレギュラーな

一年でしね。）  

内田 （持田会長、杉原幹事、役員の皆様この一年ありがとうございました。

また私の入院の際にはお見舞いをいただきありがとうございました。）  

大谷厚 （持田会長はじめ役員の皆様、1 年間お世話になりました。 

お疲れ様でした。）  

飯塚大 （持田会長、杉原幹事始め役員の皆様1年間お疲れさまでした。 

コロナで大変でした。お世話になりました。）  

田中浩 （持田会長、杉原幹事、石原SAA他役員の皆様コロナで色々あ

りましたが、本年度お疲れさまでした。）  

來間 （持田会長はじめ杉原幹事 1 年間お疲れさまでした。後半コロナの

関係で不完全燃焼では…。大変お世話になりました。）  

石原俊 （1 年間つたない SAA にもかかわらず、温かく見守って頂きありがと

うございました。）  

 

■■■ 例会プログラム ■■■ 

 

新型コロナウイルス感染予防のため なし  

 


