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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 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 

次年度会員増強維持副委員長

  持田 稔樹 会員 

次年度ロータリー財団委員長 

  小汀 泰之 会員 

地区合同セミナー報告 

6 月 3 日 樹医  勝部 治良 様  

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 27 11 (3) 94.12% 

■■■ 欠席者 ■■■   

 飯塚大／飯塚詔／石原輝／石原俊／松浦／佐々木／原泰／園山

（牧野／河原／飯塚俊） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

 5/7 大島卓・飯塚詔(出雲南)  

 5/10 大島卓・飯塚詔・田中(出雲中央)  

 5/11 大島卓(出雲)   

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（5 月 27 日）     三好洋平／堀江卓男／飯塚大幸 

（6 月 3 日）     大島卓爾／石原俊太郎 

■■■ 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  5/24(－)  5/31    

6/14 (－)  6/28   
松江南  6/21・28   

火 出雲  6/8 (－)  6/29   松江しんじ湖  6/15・22・29 

水 大社  5/26   松江  6/16・23・30   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  6/17・24   

金 出雲南  6/18    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

５月は、若い人々の育成を支援するすべてのロータリー活動に焦点を当て

る「青少年奉仕月間」です。ロータリークラブは、この月間中、クラブのニュー

スレターやその他の広報資料に「各ロータリアンは青少年の模範」のスロー

ガンを利用するよう奨励されています。 

青少年と接する際の行動規範に関する声明があります。 

国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少年のために、

安全な環境をつくり、維持するために努力しています。ロータリアン、ロータリ

アンの配偶者、その他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青

少年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保護しなけれ

ばならないとされています。 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

〇 松江南RC   6/21(月)  夜間例会(最終例会・クラブ協議会)   

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

〇 松江しんじ湖RC  6/15(火)  夜間例会(予定) 

    ビジター受付   12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

〇 松江RC       6/16(水)  夜間例会(最終例会) 

    ビジター受付   12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

〇 松江東RC      6/17(木)  夜間例会(予定) 

    ビジター受付   12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

２．休  会 

〇 松江南RC       6/28(月)  定款により      

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

〇 松江しんじ湖RC  6/22・29(火)   定款により  

    ビジター受付  12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

〇 松江RC        6/23・30(水)   定款により         

    ビジター受付  12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

〇 松江東RC      6/24(木)   定款により   

    ビジター受付  12：00 ～ 12：30 ホテル一畑  

 

■■■ 次年度幹事報告 ■■■ 

 〇 本日 H ほり江に於いて次年度理事役員会を開催いたします。 

   次年度理事役員の皆様よろしくお願い致します。 

 〇 5/16(日) 13：30 ～ オンラインによる次期地区会員増強・ロータリー

財団合同セミナーが開催されます。 

 出席義務の皆様よろしくお願い致します。 

 

■■■ スマイル ■■■   

釜屋 （あと少しとなります。よろしくお願いします。）  

土江 （少し早めに登板になりますが、原幹事の体調が良くなるまで幹事を

務めますので皆様宜しくお願い致します。） 

佐々木 （5 月 11 日に 2 回目のコロナワクチン接種を受けたところ、翌 12

日の午後から 38℃の発熱が出ました。幸い解熱剤をのむことなく、

今朝の時点では 36℃台に下がっています。発熱とだるさ以外の症

状はありません。ワクチン接種の副反応であり、感染予防の効果が

期待できると前向きに考えていますが、念のため会員の皆さんに影

響を及ぼさないよう、例会は欠席します。 

今夜開催される堀江会長エレクト・土江次期幹事主催の理事・役

員会にも出席できず、誠に申し訳ありません。）  

 

■■■ 例会プログラム ■■■   

地区研修・協議会報告 ２   

 



社会奉仕部門                       福田 磨寿穂 

社会奉仕部門の地区研修・協議会の事前アンケート 

１．過去２～３年における社会奉仕活動の内容について、具体的（時期・ 

テーマ・参加者対象者・人数等）及び評価反省点等について 

 ・時 期   毎年１１月 

 ・テーマ   くらし、生活無料相談 

市民の皆様に(健康、税務、年金、相続相談等）を行い 

ＲＣの活動をＰＲする。 

 ・対象者  平田ＲＣ地域の市民の皆様 

 ・評 価   相談者には、ある程度満足して頂いているので、この活動を

継続したい。 

 ・時 期   毎年１２月 

 ・テーマ   高齢者福祉募金を募り、福祉施設に寄付 

 ・対象者  忘年例会時に会員及び家族から募金を募る 

２．２０２１―２２年度、あるいはそれ以降で計画されている活動について、

具体的に 

  ・くらし、生活無料相談の継続 

３．地区補助金等を活用された活動について 

  ・地区補助金を活用した活動は行っていません。 

４．クラブの公共イメージ向上に向けた計画について 

  ・例年クラブ広報・公共イメージ委員会が年１回、クラブの活動を広く皆 

様に知って頂くためクラブ広報誌「季節のたより」を発行（９，０００部） 

   平田地域内全戸へ新聞折り込みとして配布の継続。 

社会奉仕部門の地区補助金プロジェクトの発表 

 ・岡山ＲＣ 

   地区には世界社会奉仕委員会の補助金があり、ＮＰＯ法人がカンボ

ジアで主に子供の教育、労働支援、小学校の施設補助等、チャイル

ドケアセンターと協力して奉仕活動をしている。 

 ・倉敷東ＲＣ 

   真備町の７月大洪水災害の後、教育委員会と協力して幼稚園、小

学校の学校運営など困っていることを調査して補助金を使い臨時児

童館の補助、幼稚園に楽器を寄贈し演奏会を開催した。 

 ・岡山北西ＲＣ 

   ３０周年の地域貢献事業として大学生と協力してこどもシェルター「も

も」を運営してＤＶ・犯罪被害者のこころのケア・気力回復・自立支

援・就労支援など家族の後ろ立がない子供達を助けています。 

 ・松江ＲＣ 

   ２０１８年松平不昧公没後２００年で地区・松江市の補助金を使い

茶道交流会を開催した。 

 ・境港ＲＣ 

   クラブの公共イメージ向上計画としてマスコミ関係者との懇親会・情報

交換で活動のＰＲ・相互理解により良好な関係とか会員増強が見込

める。 

 ＊以上が地区研修・協議会の報告ですが、オンラインでの会議は、慣れ

ていないので、話が十分聞き取れなかった。 

 

 ＊今回思ったのは、地区協議会の前に委員会を開催して、次年度の活

動等を検討すべきだと考える。 

   また、社会貢献する活動について、会員の皆様からの提案を募集し

ます。 

 

 

 

 

国際奉仕部門                           釜屋 治男 

次年度２６９０地区研修リーダー 櫻井誠己さんの進行で、各クラブからの

アンケートを基に協議が行われた。 

１. 過去２～３年における国際奉仕活動の内容について 

   ・若者に国際感覚をみにつけてもらい、その経験を地域にもたらせるた 

め、２０１９年から現在まで平田高校地域人材育成循環システム「平

田プラタナスプラン」の中の「多文化共生社会の推進」への取り組みに

ついて、イベントの参加等積極的に協力をしている。 

２. ２０２１－２２年度、あるいはそれ以降で計画されている活動について 

   ・ロータリー財団委員会と協力し、ポリオ根絶を目指す活動を行う。 

「公益財団法人ジョイセフ」にまとまった量の使用済み切手を送付す

る。 

   近隣クラブの米山奨学生による例会スピーチを設ける。 

３. 地区世界社会奉仕資金、地区補助金を活用された活動について 

・具体的な活動は行っていない。 

４. 海外との交流活動について 

・米山奨学生による例会スピーチを計画しているが、コロナ禍で実現

していない。 

５. 米山記念奨学会への寄付について 

・普通寄付 会員１人 ５０００円を継続しています。 

・特別寄付は、会員各自の意思に委ねている状況です。 

 

青少年奉仕部門                       清原 正幸 

4 月25 日（日）ホテルほりえにてオンライン地区協議会に参加しました。 

青少年奉仕部門ではリーダー（出雲ロータリークラブガバナー補佐 江角彰

宣さん）のコーディネートの下、事前アンケートにそって会議が行われまし

た。 

初めてのリモート会議参加の方がたくさんおられ会議が始まるのに時間がか

かりました。 

それぞれ５～６人グループに分かれて意見を出し合い、最後にリーダーが意

見をまとめて発表するかたちで進みました。 

① 過去２～３年の青少年奉仕活動内容を具体的に記入ください。 

② ２０２１－２０２２年度、あるいはそれ以降で計画されている活動につい

て記入ください。 

③ ローターアクト・インターアクト・青少年交換などの活動に関して記入くだ

さい。の内容でした。 

 

① について、平田ロータリークラブでは、青少年新春コンサートの支援活

動（1月初旬に小学生高学年から高校生まで100人程度）を行ってい

ます。 

他のクラブでは PTA のソフトバレー大会や障害者対象の乗馬体験教

室、地元の高校に出向き、社会人になってからの心構えを教える活

動、就職活動勉強会、国際交流事業、災害ボランティアリーダー研

修等、約１００の活動内容が報告されました。やはり文化系、スポー

ツ系が多く、ほかに奉仕系、育成事業系、体験型など様々でした。 

今後平田ロータリークラブとしても参考にさせて頂きたいと思います。 

② については、例年通り青少年新春コンサートの支援は行いますがそれ

以外の活動はコロナの影響もあり未定としました。 

③ については、平田ロータリークラブは取り組んでいませんし、今のところ

今後取り組む予定はないと回答しました。 

リモート会議は、時間、経費をかなり削減できる素晴らしいアイテムの一つ

ではあります。今後平田ロータリークラブでも積極的に取り組んでいって頂き

たいと思います。 


