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2020-2021 年度 

国際ロータリー会長／ ホルガー・クナーク      会長／ 釜屋 治男   副会長／ 堀江 卓男 

２６９０地区ガバナー／ 菊池 捷男        幹事／ 原  泰久    会 計 ／ 槇野 良文 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演  題 

5 月 6 日 堀江・土江・飯塚大 会員 地区研修・協議会報告 ① 

5 月 13 日 福田・釜屋・清原 会員 地区研修・協議会報告 ② 

5 月 20 日 休 会  

5 月 27 日 

NPO 法人 出雲学研究所理事 

荒神谷博物館副館長 

 平野 芳英 様 

 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 32 6 (4) 94.12% 

■■■ 欠席者 ■■■   

 原泰／園山（牧野／河原／高砂／飯塚俊） 

■■■ 来訪者 ■■■  な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

 4/25 堀江・土江・福田・飯塚大・釜屋・清原・原素・來間 

(地区研修協議会) 

 4/26 福田(松江南)   4/27 福田(松江しんじ湖) 

*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（5 月 13 日）     飯塚詔夫／原 伸雄／原 孝士 

（5 月 27 日）     三好洋平／堀江卓男／飯塚大幸 

■■■ 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  5/10  5/24(－)  5/31  

6/14 (－)  6/28 
松江南     

火 出雲  5/11(－)  6/8 (－)  6/29  松江しんじ湖   

水 大社  5/26 松江   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  

金 出雲南  6/18    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

空に飛んだタイヤキくん 

この間、連休中の５月４日に夫婦で出かけました。最初は、三瓶山に行く

つもりでしたが、道を間違えてＵターンをしてしまい、キララ多伎に着きました。

これは、他に行きなさいということだと考えて、日御碕に行くことにしました。 

出雲大社は、連休中県外者でにぎわっているとテレビで見ていましたので、

白波の立っている海岸線から向かいました。すると、稲佐の浜から日御碕ま

で道路わきのスペースはほとんど魚釣りなのか観光なのか車が止まっていま

した。日御碕に到着しても、広い駐車場も県外車でいっぱいでした。 

駐車した隣の車は青森ナンバーでした。昼食に向かいましたが、ほとんどの

店がいっぱいです。 

灯台からの帰りにもいっぱいでしたので、久しぶりに出店でアイスとタイヤキ

を買って食べることにしたのです。展望のスペースに着くと、強い西風に乗っ

て、とんびが私たちの１０ｍぐらい上空で旋回しているのに気がつきました。

食べながら 2 人で歩いていると急に奥様の手からタイヤキがいなくなりました。

なんと、タイヤキくんは、日本海で泳ぐことなく空にとんびと共に飛んでいって

しまいました。テレビ等で見ることはあっても、まさか自分たちが遭遇するとは

思いませんでした。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．大田RC より創立５０周年記念式典・祝賀会開催中止のお知らせ 

(４月に入り変異株を中心に新型コロナウイルス感染症の拡大が全国的

にも広がり、島根県内においても感染の拡大が続いておりこのような状

況をふまえ、実行委員会で再度検討を行い中止の決定 ) 

２．ロータリー財団 「End Polio Now」 の感謝状を頂きました。 

３．ロータリーの友事務所より 

５月 職員は時差出勤 在宅勤務といたします。 

４．５月 ロータリー日本事務局 在宅勤務 （連絡方法 メール・FAX） 

５．５月 米山記念奨学会事務局 在宅勤務者の割合を増やして業務 

≪ お 祝 い ≫ 

 飯塚大幸会員   

      新施設完成 

 

 石原俊太郎会員  

      お子様ご結婚 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席・親睦委員会 ：   

  5 月の会員誕生・ 

      伴侶誕生・ 

      結婚記念祝い 

■■■ スマイル ■■■   

釜屋 （4/25 地区研修協議会ご苦労様でした。）  

飯塚大 (るんびにぃ苑、過分なるお祝いを頂きありがとうございます。) 

石原俊 （長女が婿を取りました。また地元に戻りましたら皆さまのご指導を

頂きますようよろしくお願い申し上げます。）  

小汀 （皆様にお話ししていた子安観音堂が竣工しました。5/3 開眼法要

をすませました。また、散歩がてらお参りにお出かけください。） 

恒松 （国際ロータリーの褒賞授与をよろこびます。） 

■■■ 例会プログラム ■■■   

地区研修・協議会報告     

会長部門                           堀江 卓男 

４月２５日 地区研修協議会の報告をさせていただきます。 

今回平田クラブはリモートで参加を予定しておりましたが、コロナの影響で主催

者側以外は、全員リモートで行う事になりました。 

リモートに慣れておられない方も多いので上手いかんだろうなと思っていました。 

平田クラブはホテルほり江に飯塚大幸会員以外みんな集り行いました。 

最初の全体での本会議は、スクリーンに映像を映しそれぞれの挨拶をききまし

た。 



そして、ガバナーエレクトの菊池陽一様の基調講演がありました。 

内容はこれから何回も聞くことになりますから話しませんが、次期 RI 会長はイン

ドのシェカール・メータという方です。RI 会長テーマはサービス・トウ・チェンジ・リブ

ス 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 です。 

地区のスローガンは、２つありまして①「未来のロータリーを築こう」②「ロータリー

とともに活力に満ちたリーダーを育てるために」でした。 

私は、会長部門でカウンセラーは菊池ガバナー、古瀬直前ガバナー、リーダーは

岩崎陽一ガバナーエレクトで行われました。 

冒頭に菊池ガバナーがクラブ会長としての心得１０か条の説明がありました。 

次に古瀬直前ガバナーは A、T、M 

Aは明るく Tは楽しく Mは真心で、オーケストラの指揮者のように目くばせをし

て良い音を出してくださいと説明されました。 

会議では、会長が８グループに分かれ、６人でリモート会議をしました。 

会議の内容は、事前アンケートの発表をしあい、グループ内でまとめグループご

との発表という流れで、時間の都合上、各クラブの主だった点の発表になりまし

た。やはり、一番は会員増強でした。１８名のクラブや２５名のクラブ、存続の話

までされました。 

次には危機管理でハラスメントが問題に上がりました。これも増強に関わり女性

会員を入会進めるには改善が必要という内容でした。 

後は、マイロータリーの登録を進めておられますが、使いづらい等の意見がありま

した。 

全体を通して、リモートになれていない方が多く、音声がつながりにくくトラブルも

多かった会議でした。余談ですが、中には私服で参加の会長エレクトさんもおら

れたり、車の中で参加の方もいらっしゃいました。 

最後に、來間会員に当日朝からついていただき、リモートのセッティングをして頂

きました。  來間会員ありがとうございました。 

 

幹事部門                           土江 光二 

次年度2690 地区研修リーダー伊藤文利さん進行の下、幹事部門の研修があ

った。 

１．役割と責務 

２．報告要件 

３．クラブ役員との協力を密にする 

４．幹事の仕事を助けるリソース 

５．幹事は扇の要、内閣でいえば官房長官、複数年継続就任も検討の余地

あり 

６．率先遂行を一般会員に見せる 

以上の項目について説明等があった。 

中でも幹事 仕事 助けるソースとしてマイロータリーを愛読する事、ロータリー

業務詳しい事務局員と相談する事が、幹事業務をスムーズに行う為に必要又、

副幹事育てる事も大切な事なので連携を取って下さいとの事。 

志として、幹事は泣き言を言わず前に進む、時には会長と同等であり、幹事は

常に補佐役でないという幹事のスタンスが大切である、又幹事の行動がクラブ

の活性化繋がるので率先遂行を一般会員に見せる事。 

以上の内容で地区研修リーダー伊藤文利さんから講義あった。 

又、次期地区代表幹事吉田博さんからは、各クラブからのアンケートを基に協

議あった 

１．幹事の役割ついて考え 

２．コロナ過のもと、クラブの活性化ついての取り組み 

３．今後、WEB での会議を活用して行く方針にどのような対応するか 

以上の内容で協議した。 

各クラブで同じ課題がある事が分り、情報共有の場として有意義な会議となっ

た。中でも、会員の増強、退会者の抑制は各クラブ共に重要な課題である事

が分かった。又WEB の活用という流れは避けられず、各クラブ IT に詳しい会員

を中心に試行錯誤して取り組む姿勢は一緒でした。 

最後に、伊藤文利次年度地区研修リーダーより【変化に対応しなければ未来

ない！】  という言葉で幹事部門の会議は終了しました。 

 

職業奉仕部門                        飯塚 大幸 

4 月25 日（日）自宅からオンラインで地区協議会に参加した。 

職業奉仕部門の事前アンケートでは、過去２～３年の活動の内容とその評価

や反省点などが問われていたので、平田クラブとしては職場訪問例会（年1回）

と表彰（年1 回）について言及した。 

前者については、①地域の興味深い事業所を訪問して視察見学をする有意

義さ、②例会や昼食のための施設が限られる点などを、後者については、①募

集しても集まりにくい、②表彰された人たちには喜ばれる点などを挙げた。 

同じくアンケートでは、今後の活動計画と意図についても問われていたので、当

クラブとしては、職場訪問例会は実施、表彰については検討中とした。 

意図は、自らの職業に対して、より奉仕の意識を高め、より社会に貢献できる

よう努めるための意識を醸成する勉強会などを検討したいとした。 

ズームを使ったオンライン会議は、担当の G 補佐がコーディネーターを務め、画

面上には 35 人（縦5 名×横7 名）が映されての開催だった。 

残念ながら、おそらく同一個所の１アカウント複数端末からの接続があったため

か終始ハウリングが生じており、会議自体がなかなか進まなかった。 

また、事前に示されていたアンケートに基づく協議ではなく、当日「日本の RC は

ガラパゴス化しているという指摘があるが、日本独自のＲＣ活動をすべきか、世

界のＲＣと歩調をあわせて活動をすべきか？」という設問が投げかけられ、多くの

参加者が「ガラパゴス化とはどういう意味か？」と質問の真意を測りかね、かつハ

ウリングなどの問題もあり、意思疎通がうまくできず協議はまったく進まなかった。 

それでも何か意見が出なければと思い、私は発言し「世界のＲＣと歩調をともに

に１票」さらに「日本独自と言えば米山奨学金があり少し見直したらどうかと思う。

例えば中国などは国力で世界を席巻する状況にもかかわらず一体いつまで対

象国とするのか？」など持論を展開したが、期待された発言ではなかったようで

皆さんの反応はほぼ芳しくなかった。 

総じて、ズームオンラインの不慣れさで十分な成果は得られなかったものの、コ

ロナ禍の困難な中でこのように新たなオンライン会議による地区協議会ができた

ことへの達成感と充足感がスタッフの方々から感じられた。 

私自身もその面では大いに共感し関係者のご尽力には心より敬意を表すととも

に、今後コロナ収まっても、対面とオンラインを効果的に使い分けて時間と労力

の費用対効果の上がるクラブ運営を模索するとよいと感じた。 

（補足）会議はオンラインだったが、オフ会（打ち上げ）があった。 

最初は躊躇したが、勝部さんから「皆さん楽しみにしていらっしゃいます」と聞き、

ならばと平田の町まで出かけた。 

後に所要がありノンアルしらふ参加だったが次世代リーダーの皆さんの熱弁をじっ

くり拝聴した。 

 


