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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 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  臨時の休会 （感染症対応）  

6 月 10 日 
さくら小学校 

校長  山根 肇 様 

コロナ禍での新学習指導要

領スタート！ 

～「今学校に求められている

こと」と「学校現場の実情」～

6 月 17 日 会長 釜屋 治男 １年を振り返って  18：30～ 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 25 13 (4) 73.53% 

■■■ 欠席者 ■■■   

飯塚大／飯塚詔／石原輝／石原俊／神田／田中／大谷／原泰／ 

園山 （牧野／高砂／河原／飯塚俊） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

 5/26 大島卓・飯塚詔・田中・内田(大社)  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（6 月 10 日）     大島淳司／石原輝男／板垣文江 

（6 月 17 日）     神田慎一／加藤 昇／清原正幸 

■■■ 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  5/31  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  6/23  6/16・30(－) 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 ■■■   

６月は、親睦活動月間です。親睦活動を推進するよう奨励されています。 

親睦活動グループは、活動内容やロータリー一般について関心を高めるた

め親睦活動の日を設けたり、会員に情報を伝え、活動を推進するよう奨励

されています。 

新しいロータリー年度が始まって、新会長の挨拶に親睦と奉仕という言葉が

述べられます。親睦と奉仕がロータリーライフを支える二本の大きい柱であ

ることは、疑いのない事実です。親睦が失われればクラブは崩壊するだろう

し、奉仕がロータリー活動の大きな目的であることは疑いのない事実です。 

「親睦」とはロータリークラブが、クラブとして存続していく上で欠かすことので

きない必要条件となります。ロータリアン個人個人の心が結合した状態を

表す概念なのです。言いかえれば、”Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ”はロータリーの引力とも

言えます。 

会員が心を打ち解けあう手段の一つとして、親睦会やクラブ活動などのリク

リエーションも必要です。しかし、親睦を深める最適の場所は、毎週一回の

定例の例会であることを忘れてはなりません。例会において、いかに友情を

深めるかを考え実行することと、いかにして真の親睦が保たれるような環境

を整備することが最大の任務なのです。 

ほとんどのクラブでは、新入会員は親睦委員会に配属されます。親睦活動

委員として毎例会、会員相互の親睦を深める活動に従事することによって、

一日でも早く、古い会員と融和を図ることを期待されているからなのです。 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．松江RC  5/26（水）の例会より、 松江東RC  6/3(木)の例会より 

ホテル一畑へ戻ります。 

２．例会変更 

〇 大社RC   6/23(水)  最終例会18：30～  会場：ゆたか停   

      ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 

３．休  会 

〇 大社RC   6/16・30(水)  定款により      

ビジター受付   な し 

４．菊池ガバナー事務所より 

日本のロータリー100 周年を祝う会開催の模様が 5/25(火) 13:00～

16:30  オンライン配信（YouTube） されました。 

今後6/18(金)まで視聴可能となっております。 

YouTube 視聴アドレス ： https://youtu.be/Bb-7UMQNjtU   

（一部無音状態の箇所がございますことをご了承ください。） 

尚、完全版を収録しました DVD を作成予定。詳細につきましては後

日ご案内。 

５．持田稔樹会員 メールアドレス変更 

     tosmoc3v@hit-5.net  ➞  tosmoc3v62s@hit-5.net 

 ６．次年度会員名簿作成にあたり 会員名簿に変更のある方はお申し出

ください。 

７．社会福祉法人真心会 理事長 飯塚大幸様より 

  新施設完成祝いのお礼状を頂きました。 

 

■■■ スマイル ■■■   

釜屋 （先週20 日は次年度委員長会が開かれました。）  

恒松 （先日 1 回目の次年度理事会が開催されました。堀江会長、土江

幹事の御指導、御活躍をお願いします。） 

佐々木  （お陰様で体調は安定しています。  

約1 ヶ月で、高齢者施設・在宅療養者を対象として計120 回のコ

ロナワクチン接種を行いました。当院では個別接種を実施しません

が、5 月 30 日日曜日午後、集団接種会場の平田文化館で予診

業務を行います。6 月以降も月1～2 回、集団接種の業務が決ま

っています。）  



■■■ 例会プログラム ■■■   

「地区会員増強・ロータリー財団合同セミナー」報告 

 

会員増強                次年度 副委員長 持田 稔樹 

本会議の後、太田良香さん、松浦啓介さん、秋山幸子さんの 3 名の会員

増強セミナー講演を聞いて終わりました。 

（Zoom ミーティングでしたがこちらが話す機会はありませんでした） 

米子東RC の松浦さんは 75 名会員を「チャレンジ 100」を宣言して、現在

111 名になった話。 

総社RC は18 名の会員で頑張っておられ、秋山さんはその RC をかなり細

かく分析されているようで頼もしいお話でした。 

秋山さんは増強の講演に出かけておられるとの事ですので、ぜひ当クラブに

スピーカーとしてお呼びし、お話を聞ききしたいものだと思いました。 

大小の人数差のあるクラブの話でしたが、それぞれに地域にも貢献され、

知名度UP を図る事で、勧誘をスムーズされているようでした。 

リモート参加者は終わった時点で 109 名でした。 

 

 

 

 

 
 

 

ロータリー財団              次年度 委員長 小汀 泰之 

１．講演テーマ ： 「パンデミック下の財団活動」 

  講師 ： 日本ロータリー第3ゾーン 2021～ポリオ根絶コーディネーター 

前田直俊 氏 

・マスコミを使っての広報活動を紹介 

  ①ポリオについてアニメを制作しての広報活動 

  ②エンドポリオを願って、24 時間テレビでの広報活動 

 

２．講演テーマ ：  

「補助金プロジェクト、今後のスケジュールと実施の注意点」 

  講師 ： 次期地区補助金小委員会委員長   森下哲也 氏 

 

(1)2021-21 年度 地区補助金スケジュールに関する地区補助金管理セミ

ナーの最終回が今回。 

 ⇒2020 年12 月13 日 次期クラブ R 財団委員長研修会・補助金管理

セミナー 

 ⇒2021 年3 月20 日 会長エレクト研修セミナー(PETS) 

 ⇒2021 年5 月16 日 次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナー 

(2)地区補助金プロジェクトの実施及び計画 

・2021-22 年度の申請は、2690 地区11 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 65 ｸﾗﾌﾞから 34 件。 

・次年度は 2021-22 年度プロジェクトの実施～報告年度（2021/7～

2022/2）であると共に、2022-23 年度の計画年度でもあります。プロジェク

トの立案～申請（2022/3）にあたっては地区活動計画書やロータリーの友

掲載プロジェクト等を参考にして欲しい。次年度も地域ニーズに応える多く

のプロジェクトの申請を待っているとのことです。 

(3)平田クラブでの取組みについて 

 平田クラブでは 2022-23 年度の計画で補助金プロジェクトについてどのよ

うに扱うか明らかにする必要があります。未来ビジョン委員会で中長期的計

画を立案し、どの年度で何を行うのかイメージを固める必要があります。プ

ロジェクトの補助金額の下限は 10 万円、上限は 50 万円で、自己資金は

補助金額の半額以上（プロジェクト総額は 15 万円以上）の制約がありま

す。 


