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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 

9 月 9 日 ガバナー補佐 江角 彰宣 様  

9 月 16 日 
平田広域交番 

所長  金築 潤一 様 
特殊詐欺と交通事故 

9 月 23 日 祝日休会  

9 月 30 日 
第2690 地区 

ガバナー  岩﨑 陽一 様 
ガバナー公式訪問例会 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

37 27 10 (4) 81.82 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

石原輝／板垣／飯塚詔／原伸／内田／園山  

（牧野／河原／黒田／原泰） 

■■■ 来訪者 ■■■  

 ガバナー補佐 江角彰宣・グループ幹事 内藤輝一 

■■■ メークアップ ■■■ 

 な  し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（9 月 16 日）     重親政継／原  孝士 

（9 月 30 日）     原  伸雄／飯塚大幸／飯塚詔夫 

■■■ 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  10/11(－)  11/1・22(－)  松江南     

火 出雲    
松江しんじ湖   9/21  

10/12・26   

水 大社  9/15・22・29(－) 松江     

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  9/9(－) 

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

本日のお客様をご紹介いたします。国際ロータリー第2690 地区第４グルー

プ 2021-2022 年度 ガバナー補佐 江角様、グループ幹事内藤様です。

所属は出雲ロータリークラブ様です。後ほど、卓話でご挨拶をいただきます。

また、例会後のクラブ協議会もお世話になります。よろしくお願い致します。 

先週も近隣でコロナ発生のためお休みをさせていただきました。今週は、出

雲もコロナ感染も少なく安心しております。 

人口規模だけで見ますと出雲市と東京都の人口比率は約800倍違います。

出雲で10人は東京では800人であり、緊急事態に相当する訳です。今後

も出雲で 5 人、10 人コロナ感染者が出た場合、また、近隣で発生した場

合は休会を検討します。 

先月８月３０日に５クラブ会長幹事会が大社であり、コロナで休会をする

基準を各クラブにお聞きしました。基本的にコロナ感染者数が出雲で１０人

程度の発生では休会しない感じでした。出雲クラブさんは病床使用率が上

がれば休会を検討する。大社クラブさんは、感染が怖いと思う会員さんは

休んで頂き、例会を YouTube 発信をして、YouTube を見た方は出席扱い

にする事をしておられました。 

出雲中央さんは、今月からリモートで行ってみたいと言っておられました。 

平田クラブもリモート、YouTube の導入の検討をしたいと思っております。 

さて、前回、幹事からの案内があったように、ロータリー奉仕デーで、今週

１２日、日曜日に河下と言っておりましたが垂水に変更して海岸清掃を行

います。 

地区からこのプロジェクトの案内文がきておりますので読みます。 

ロータリー奉仕デー  

地球環境保全プロジェクト（海岸清掃）について 

この度の熱海市土砂災害において、被災地の皆様に心よりお見舞い申

し上げます。我々ロータリーは、気候変動へ対応としても環境の保全を推

進すべきと再確認した次第です。 

この状況に鑑み、9月12日（日）に、世界中のロータリアンが、同じ日に、

それぞれの地区で、市民と共に海岸清掃をおこなう、地球環境保全プロジ

ェクトを開催いたします。 

このプロジェクトの目的は、海岸や河岸にたどり着くゴミを清掃する活動を

通じて、美しい地球を次の世代に引き継ぐために、市民の環境問題に対す

る意識の変容を促すとともに、ロータリーの公共イメージ向上に貢献するも

のです。 

このような目的で開催されます。今回が初めてで時間もありませんでした

ので、一般市民の方へは案内しませんでした。当日は多くの皆様の参加を

お待ちしております。 本日は以上です。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

〇 大社RC     9/22（水） 観月例会 → 通常例会 

（Web 動画配信例会） 

    ビジター受付  な  し 

２．休   会 

〇 出雲中央RC  10/11（月） ・ 11/1・22（月）  定款により 

    ビジター受付  な  し 

〇 松江東RC    9/9（木）  

    ビジター受付  な  し 

３．地区ガバナー岩﨑陽一様より 

訃  報   

パストガバナー 橋本 譲様 （1997-98 倉敷RC) が８月３１日 

ご逝去されました（享年９２歳） 

４．大社ロータリークラブ様より、創立６０周年記念誌を頂きました。 

    （ご覧になりたい方は事務局へ） 

５．国際ロータリー日本事務局より 

９/３０まで在宅勤務延長のお知らせ 

６．ロータリーの友事務所より 

友事務所は引き続き９月末まで時差出勤と在宅勤務併用で業務に

あたります 



７．恒松会員 メールアドレスの変更 

  tsu‐den @ cｒｅｓｔ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ 
        ↓ 

  tsune.dental @ icloud.com 

■■■ 委員会報告 ■■■   

出席・親睦委員会 ： 9 月の会員誕生・ 

伴侶誕生・結婚記念祝い 

社会奉仕委員会 ： 9/12（日）地球環境保全プロジェクト場所の変更 

           河下海水浴場 ➞ 河下町 垂水海岸 

■■■ スマイル ■■■   

江角ガバナー補佐・内藤グループ幹事 

堀江 （江角ガバナー補佐様、内藤グループ幹事様 お忙しい中ようこそお

越しいただきました。本日はよろしくお願い致します。） 

土江 （江角ガバナー補佐様、内藤グループ幹事様 ようこそいらっしゃいま

した。今日のクラブ協議会よろしくお願い致します。） 

大島卓 （江角Ｇ補佐、内藤グループ幹事ご来訪ありがとうございました。よ

ろしくお願い致します。） 

恒松 （ガバナー補佐様、幹事様御指導宜しくお願いします。） 

槇野 （江角ガバナー補佐様、内藤グループ幹事様のご来訪を歓迎申し

上げます。） 

高砂 （勝部さま今日のスピーチ楽しみにしています。）  

飯塚大 （江角ガバナー補佐様、内藤グループ幹事様ようこそいらっしゃいま

した。よろしくお願いします。） 

佐々木 （第 4 グループガバナー補佐江角様、グループ幹事内藤様、ご来

訪ありがとうございます。よろしくお願い致します。） 

小汀 （江角ガバナー補佐様、内藤グループ幹事様本日はようこそお出か

けくださいました。本日はご指導よろしくお願い致します。） 

持田稔 （江角様、内藤様ようこそ。本日はよろしくお願いします。） 

清原 （江角ガバナー補佐、内藤グループ幹事、本日は宜しくお願い致し

ます。） 

■■■ 例会プログラム ■■■   

第２６９０地区 第４グループ  

江角彰宣 ガバナー補佐  卓話 

 皆様、こんにちは。ご紹介頂きました江角で

ございます。  

 昨年から、コロナウイルスが猛威を振るい今年２年目に入り、今度は変異

ウイルスに変化してさらに速度を速めて人々に感染している状況です。人

間社会を脅かしています。SF 映画をそのまま実像化されている気がしてな

りません。私の幼少のころは小児麻痺が多かったと思いますが、今はこのポ

リオが未だ後進国で撲滅していない状況です。 

 ８月２１・２２日鳥取でガバナー補佐の会議がありましたが、出席率が悪く、

岡山が特にコロナ患者が多く、鳥取市単独でまん延防止策を取っていて、

８時以降の飲食がありません。ホテル内で暇を持て余す状況でした。また、

ガバナー公式訪問も岡山が延期のクラブが多く、先の見通しが立たない状

況です。 

とある情報によると、２０２３年３月末までコロナ禍は続くだろうと、また他の

情報では、１１月には接種がほぼ完了するので、少しは落ち着くだろう。

等々様々な情報が行きかっています。 

 貴平田RCクラブﾞは、1974年の発足と伺っております。歴代会長・幹事様

のお名前を拝見いたしますと、この出雲を代表される方々がご活躍なされ、

改めて貴クラブの歴史及び発展されたことを垣間見たところでございます。 

 さて、２０２１～２０２２年度国際ロータリー会長シェカール・メータ様はイン

ドの方です。会計士であり不動産開発会社の会長を務められている方で

す。「もっと行動し、もっと成長する」、これは、インパクトをもたらす奉仕活

動と会員を増やし、参加者基盤を広げることとおっしゃっています。また、奉

仕とは「自分がこの地球上に占める空間に対して支払う家賃である」と。こ

の言葉は会計士であり、不動産開発に携わってこられた所以から発せられ

た言葉と思いつつ、この発想に感銘を受けた次第です。大切な地球上に

暮らしていて、もっとこの地球を大事に大切に思って使わせて頂くと考えて、

家賃を支払う義務があるのではないかと思われます。それこそ奉仕であると

言われています。 

 次に２０２１～２０２２年度国際ロータリー第２６９０地区ガバナー岩﨑陽

一様は、鳥取西ロータリークラブの方です。岩﨑ガバナーは、素晴らしくエネ

ルギーを持った方です。７０歳とは思えないほど行動的で自らがパソコンを

自由自在に活用され、ZOOM での会議など率先して行われるリーダーです。

私は同年代ではありますが、なかなかついていくのに苦労しています。ガバ

ナーの地区スローガンは「未来のロータリーを築こう」です。コロナ禍以前に

は戻れない。未来に向けたメッセージをお考えです。 

 私は今年度のガバナー補佐として、地区拡大・会員増強委員、ロータリ

ーカード推進委員、国際大会推進委員を仰せつかっています。次の３つの

ことに何卒ご協力を頂きますようお願い致します。 

１）会員増強 ： 岩﨑ガバナーは純増最低２名を希望しておられます。 

２）ロータリーカード推進 ： 取得率は６月時点で９．８％です。さらなる取

得をお願い致します。 

３）国際大会 ： 来年６月４日から８日にかけて米国のヒューストンで開催

されます。岩﨑ガバナーは各クラブ１０人以上の参加を望んでおられます。 

 今年度、グループ幹事を務めます内藤輝一共々頑張ってまいりますので、

何卒ご指導、ご鞭撻のほど よろしくお願い致します。 

■■■ 江角彰宣 ガバナー補佐 クラブ協議会 ■■■   

例会に続いて、クラブ協議会が開催されました。 

平田ロータリークラブの行動計画を会長、幹事、各委員長から江角ガバナ

ー補佐に説明しました。 

 

 


