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2021-2022 年度 

国際ロータリー会長／ シェカール・メータ     会長／ 堀江 卓男   副会長／ 杉原 朋之 

２６９０地区ガバナー／ 岩﨑 陽一       幹事／ 土江 光二   会 計 ／ 佐々木哲也 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演  題 

7 月 1 日 会長 堀江 卓男 新年度会長方針  18：30～ 

7 月 8 日 会員 小汀泰之 事業発展会員壮健祈願例会 

7 月 15 日 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 

37 32 5 (2) 91.43% 

■■■ 欠席者 ■■■   

板垣／大谷／園山 （牧野／原泰） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 6/24 竹内(出雲南)  中村(出雲中央)  

 7/1 高橋(出雲南) 

■■■ メークアップ ■■■ 

 6/18 大島卓(出雲南)  6/29 大島卓(出雲) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（7 月 15 日）     原 伸雄／持田稔樹／持田祐輔 

（7 月 29 日）     神田慎一／小汀泰之／大島淳司 

■■■ 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    松江南  7/19  8/16   

火 出雲    松江しんじ湖  7/20  8/17・24・31 

水 
大社 7/28  8/4  8/25  

8/11(－) 
松江     

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  8/26  7/1・8/12(－) 

金 出雲南      

■■■ 会長挨拶 ■■■   

ロータリークラブは１９０５年にアメリカ・シカ

ゴ、ポールハリスによって設立されました。日

本は１９２０年、東京、米山梅吉によって設

立され、我が平田ロータリークラブは、１９７４

年に設立致しました。以来、多くの諸先輩方

が創ってこられた平田ロータリークラブの名を

汚さぬよう精一杯努めたいと思いますので、ご協力ご指導ご鞭撻を賜りま

すよう宜しくお願い申し上げます。 

シェカール・メータ RI 会長のテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにす

るために」とされました。 

岩﨑陽一地区ガバナーの地区スローガン「未来のロータリーを築こう」とさ

れ、RI、地区ともに最大の目標は会員増強であります。ガバナー岩﨑陽一

様の基調講演の中で、「温故知新」古きを訪ね新しくを知る、「変化に対

応しなければ未来は無い」の説明に続き、ロータリーの中核的価値観、不

変なロータリーの定義「親睦」「高潔性」「多様性」「奉仕」「リーダーシップ」

（過去を敬い、未来を見据えながら、私たちは進化を遂げ、ロータリーを時

代に即した組織とするだけではなく、繁栄させることができます。）の説明が

ありました。 

これらのことから、私はロータリーの根底にある目的を大切にし、時代と共

に手法は変えなければならないと感じました。本年度のクラブテーマは、「楽

しいクラブを創ろう」に致しました。文字通り、楽しいクラブを創造しチャレン

ジして行くことであります。最大のテーマである会員増強、会員維持をする

ためには、もっと楽しいクラブ、入会して良かったと思うクラブ作りが必要であ

ると思います。あと２年で５０周年です。５０周年には会員数５０になるよう

頑張らなければならないと思います。 

今年度もコロナウイルスに振り回されそうですが、コロナの関係でロータリ

ーも少しずつ変わってきております。ロータリーでもリモート会議が行われるよ

うになりました。親睦を第一に、４大奉仕、クラブ運営等、変えて行けるもの

は変えて行こうと思います。その実現のためには、役員のみで決めず、会員

一人ひとりの意見を聞きながら進めていきたいと思います。 

会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 新旧 役員交代 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

１．平田まつり協賛金（20,000 円）および一畑薬師マラソン広告料（37,800 

円）を例年通り拠出することに決定。 

出雲大学選抜駅伝の支援・協力決定 

２．夜間例会開催時の自己負担金について 

例年通り出席者より 2,000 円の自己負担を決定  

３．無断欠席者負担金、例年通り 1,500 円の徴収を決定。 

４．例年通り 7～9 月および翌年6 月を、クールビズ期間とします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．休  会 

    〇 松江南RC        7/19、 8/16(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 

２．友末誠夫地区ガバナーエレクト事務所開所のご案内(7/1 より) 

   所在地    岡山県津山市山下30－9 津山商工会館3F 

               TEL 0868-35-2690   FAX 0868-35-2692 

               E-mail office@2022-rid2690.jp 

    執務時間   9 時 - 16 時 (土・日・祝日は休み) 

    2022 年７月１日より地区ガバナー事務所となります 

３．菊池 捷男地区ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

   6 月末日をもって閉鎖。  

7 月1 日から 8 月31 日まで直前地区ガバナー事務所として執務 

４．国際ロータリー日本事務局より 

「緊急事態宣言」解除後も「まん延防止等重 点措置」が発令されてい

る現況を鑑みて 2021 年 7 月 30 日（金）まで在宅勤務を延長 



５．友事務所より 

友事務所職員は時差出勤と在宅勤務併用で業務にあたります 

■■■ 委員会報告 ■■■   

前年度 国際奉仕委員会 ： 使用積み切手、今年度3 ㎏送りました。 

            一年間ご協力ありがとうございました。 

出席・親睦委員会 ： 7 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い 

 

■■■ スマイル ■■■   

堀江 （会員の皆様一年間よろしくお願いします。）  

土江 （今年一年よろしくお願い致します。）  

釜屋 （堀江丸の出港を祝して。）  

大島卓 （会長幹事、理事、役員、各委員長の皆様１年間ご苦労さまで

す。よろしくご指導ください。）  

恒松 （河原様ようこそいらっしゃいました。 新しい年度が始まりました。 

理事としてやかましく言いますが会長、幹事さん宜しく。）  

槇野 （堀江年度の船出を祝して。）  

飯塚詔（堀江会長、土江幹事さんの一年間の御活躍を祈念致します。）  

河原 （釜屋会長、原幹事、役員の皆様１年間大変お疲れさまでした。 

堀江会長、土江幹事様一年間頑張って下さいませ。楽しい友垣

を作って下さい。）  

黒田 （堀江会長、土江幹事の船出を祝して。）  

加藤 （釜屋会長、原幹事、１年間大変ご苦労様でした。 

堀江会長、土江幹事の素晴らしい航海を祈念致します。）  

飯塚大 （堀江会長、土江幹事 新年度の船出をお祝いして！）  

佐々木 （堀江会長、土江幹事、三好SAA、原伸雄副SAA よろしくお願

いします。 河原様お久しぶりです。お元気そうでなによりです。）  

田中 （堀江会長、杉原副会長、土江幹事 １年よろしくお願いいたしま

す。）  

小汀 （いよいよ船出ですね。すばらしい航海でありますように。）  

石原輝 （堀江会長他新役員の皆様、一年間お世話になります。）  

内田 （堀江会長、土江幹事様、役員の皆様、新しい出発お祝い申し上

げます。この１年よろしくお願いします。）  

持田稔 （堀江丸の出港です。荒波をものともせず理事役員と会員全員で

乗り切りましょう 矢田G補佐様より、前々回の例会で古切手の件

を耳にされ、後日事務局まで古切手をご持参して頂きました。御礼

申し上げます。）  

板垣 （６月の最終例会に続き新年度初例会も欠席で申し訳ありません。

釜屋直前会長、原幹事様お疲れ様でございました。 堀江会長、

土江幹事様よろしくお願い致します。）  

清原 （堀江会長、土江幹事、三好SAA他役員の皆様、本年度宜しくお

願い致します。）  

杉原 （副会長として堀江会長をサポートしていきたいと思います。みなさ

ん１年間よろしくお願いします。）  

來間 （堀江会長、土江幹事、理事、役員の皆様の門出を祝して。 

この１年よろしくお願いします。）  

石原俊 （堀江新会長、土江新幹事の門出を祝して。）  

 

三好 （今年度SAA を務めさせていただきます。一年間よろしくお願い致し

ます。）  

大島淳（今年度副幹事をさせて頂きます。１年間よろしくお願いします。）  

神田 （堀江会長、土江幹事一年間よろしくお願い致します。出席親睦委

員長を一年間よろしくお願い致します。）  

原伸 （今年度副SAA ということで一年間宜しくお願いいたします。）  

 

■■■ 例会プログラム ■■■   

「新年度 初例会」 

 

 

 

 

 


