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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 

 

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～ 

6 月 24 日 休  会  

7 月 1 日 次年度会長 堀江 卓男 新年度会長方針  18：30～  

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 31 7 (5) 93.94% 

■■■ 欠席者 ■■■   

三好／園山 （牧野／河原／黒田／原泰／飯塚俊） 

■■■ 来訪者 ■■■  

矢田ガバナー補佐・日野グループ幹事 （出雲中央） 

■■■ メークアップ ■■■ 

 5/31 飯塚詔・田中 (出雲中央)  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（6 月 17 日）     神田慎一／加藤 昇／清原正幸 

（7 月 1 日）     來間 久／黒田昌弘／久家正義 

■■■ 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  6/14(－)  6/28   松江南  6/21・28   

火 出雲  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 ■■■   

理事会はクラブ内において、最高の自主管理権を持っています。 

理事会がすべての議案に関する先議権を持ち、クラブ事項に関する理事

会の決定は最終決定となります。クラブの代表権者は会長と幹事ですが、

この代表権といえども理事会の決定が優先し、仮に会長、幹事が他クラブ

やＲＩと約束ごとをしたとしても、理事会がこれを拒否すれば無効となりま

す。 

理事会の決定をくつがえすためには、定足数を満たした例会で三分の二以

上の賛成を得なければなりません。 

〇 例会の変更、取消 

〇 例会充当時間に満たない出席の判定 

〇 名誉会員の身分存続 

〇 職業分類の是正、訂正 

〇 出席補填・・理事会が承認した奉仕プロジェクト、行事、会合 

〇 出席免除・・理事会が承認した理由 

〇 会員身分の終結 

などかなりの部分が、理事会の裁量に委ねられるようになったので、慎重か

つ適正な決定が必要です。 

理事会は審議機関であり、２０１６年規定審議会の決定により理事会メン

バーは会長、直前会長、会長エレクト、副会長（任命された場合）、幹事、

会計および理事で構成されます。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

〇 松江南RC   6/21(月) 夜間例会を通常例会に戻します。 

２．日本事務局より    6/30 まで在宅勤務の延長 

３．米山記念奨学会事務局より 引き続き在宅勤務併用 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

１．原 泰久会員よりクラブ定款第１２条第３節（b）による出席規定免

除の申請があり、承認いたしました。 

 

≪ 矢田信一ガバナー補佐 ご挨拶 ≫ 

昨年７月に佐々木様の後を引きついで以来、

早いもので一年が経とうとしています。なかなか

収束のめどの立たないコロナ禍の中にあって、真

っ先に問題となったのが５クラブ合同例会をどう

するかでした。５クラブ会長幹事会の席上、止む

を得ず中止の判断をいたしました。 

10 月の岡山での地区大会も開催を懸念されましたが、菊池ガバナーは、

未曽有の事態の中で会員一同一生懸命に取り組んでいる、どうかご賢察

の上、皆様の参加を是非ともお願いしたいという思いで、これからの大会の

形を先取りした万全の感染対策のもとで無事開催することが出来ました。

ここ平田クラブ様からも多数の皆様にお出かけを頂き感謝を申し上げたいと

思います。      

２月に予定していました I・M も、随分早くからウェブ開催でと計画されたと

おり、益田クラブの皆様の努力によってポリオの撲滅活動について学ぶ機会

を得ることが出来ました。 

如何だったでしょうか？ しかしながら会員が一同に集まっての親睦を深め

る機会が持てなかったことは誠に残念でありました。 

９月に例会並びにクラブ協議会にお邪魔しました際には、暖かく迎えて

頂いたこと大変ありがたく、また先輩方のご配慮に感激いたしました。ありが

とうございました。 

クラブ協議会で教えて頂いた数々の事業、 

・多彩な外部講師を招き、専門知識を吸収しようとする意欲はとても旺盛

で、その機会は近隣クラブに比べ格段に多いこと。 

・職場訪問例会を数多く開催し、尚且つ地域で目立たずとも地道に貢献

している職業人の皆様に光を当て表彰する制度があること。 

・「くらし・生活無料相談会」を毎年開催、会員の専門知識で応えているこ

と。 

・「ジョイセフ」に切手を送り、発展途上国の女性支援の一翼を担っておられ

ること。 

・「平田プラタナスプラン」に積極的に協力し、生徒たちの国際感覚を磨き、

その経験を地域に還元する事業等々。 



すぐ隣の平田クラブ様のことさえ全く知らなかったことを知らされました。 

ガバナー補佐としての役割を全うしたとはとても言えませんが、学ばせていた

だいたことを我がクラブの為に活かしてゆくことがクラブへの恩返しだと、今思

っております。 

16 年前、底知れぬパワーで偉業を成し遂げた熱き心の会員とその薫陶

を受けた中堅、更には新進気鋭の若手会員とが互いに手を取り合って、い

よいよ近づいた５0周年という大きな節目に向かって、益々力強い歩みを進

められますよう祈念いたしまして、この一年間の御礼のことばと致します。本

当にありがとうございました。  

■■■ スマイル ■■■   

矢田信一ガバナー補佐・日野幹雄グループ幹事 

（釜屋会長様、原幹事様はじめ平田クラブの皆様のご協力に心か

ら感謝いたします。益々のご隆盛をお祈りいたします。この一年間、

誠にありがとうございました。） 

釜屋 （矢田信一ガバナー補佐・日野幹雄グループ幹事様、ご来訪ありが

とうございます。）  

土江 （矢田ガバナー補佐・日野グループ幹事様、ようこそいらっしゃいまし

た。一年間お世話になりました。）  

佐々木 （矢田ガバナー補佐様、日野グループ幹事様、お世話になりまし

た。またお疲れ様でした。）  

槇野 （矢田ガバナー補佐・日野グループ幹事様のご来訪を歓迎し、一年

間大変お世話になりました。感謝申し上げます。）  

高砂 （矢田ガバナー補佐・日野幹雄グループ幹事、一年間お世話になり

ました。）  

清原 （矢田ガバナー補佐・日野グループ幹事様、ようこそお越し下さいま

した。）  

田中 （例会スピーチを予定していましたお二人の方をコロナ関連でキャン

セルせざるを得なくなりました。誠に申し訳なく思っています。）  

持田稔 （古切手の収集を次回の例会で締め切りますので、準備された方

はご持参ください。）  

原伸 （山根 肇校長先生、本日は宜しくお願い致します。） 

 

■■■ 例会プログラム ■■■   

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」 ～ 

さくら小学校 校長  山根 肇 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


