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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 

10 月 7 日 卓話なし 短縮例会 

10 月 14 日 休  会  

10 月 21 日 全会員 コーヒーブレイク （仮称） 例会 

10 月 28 日 議長 堀江卓男 年次総会 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 30 7 (4) 90.91 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

板垣／大谷／園山 （牧野／河原／黒田／原泰） 

■■■ 来訪者 ■■■   な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

  9/17 大島卓・内田(出雲南)  

 10/1 大島卓(出雲南)  

 10/6 飯塚詔・加藤(大社) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 21 日）     來間 久／板垣文江／釜屋治男 

（10 月 28 日）     重親政継／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  10/11(－)  11/1・22(－) 松江南     

火 出雲    松江しんじ湖  10/12・26  

水 大社  10/20(－)  10/27   松江     

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東     

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

本日、待望の新入会員、多久和優美さんです。よろしくお願いします。

これからもっと会員増を目指し、会員の皆様のご協力をお願いします。 

昨日、近隣でまたコロナが発生し、実態が把握しづらい状況であります

ので、食事はお持ち帰り弁当にして短縮例会とさせて頂きました。結果は、

先週も本日も感染者が少なく安堵しますが、コロナに振り回されて、やれや

れであります。 

本日の卓話の予定でありました公益財団法人しまね産業振興財団、知

財窓口支援担当者福代功一様は、次回以降でタイミングが合えば来て頂

ける事になりました。 

前回はガバナー公式訪問例会でしたが、先ほど言った近隣で発生したコ

ロナの安全が確認できなかった為、休会とさせて頂きました。また、ガバナー

の随行幹事の地区代表幹事、吉田様と話しの結果、会長幹事懇談会は

できれば、行ってほしいと言われ、岩﨑ガバナー、吉田地区代表幹事私と

土江幹事、杉原副会長、大島副幹事の 6 名で懇談会をいたしました。岩

﨑ガバナー様はロータリー歴１０年、入会１０年でガバナーになられたかた

です。性格は大らかな方で話しやすい感じでした。話の中で、コロナ対策で

リモートの話になり、ガバナーの鳥取西ロータリーでは会員数55名で1名除

いて全員リモートが出来るそうです。91歳になられる会員もされているそうで

す。平田クラブでも今後取り組んでいかなければと思います。また、今年中

に例会にお邪魔したいと言われ、11 月に調整しようと考えております。 

さて、今月は地域社会の経済発展月間、米山月間です。 

まずは米山月間ですが、特に米山奨学事業に理解を深め寄付金をつ

のり、海外の留学生を支援する事業であります。そこで、米山奨学生の事

について岩崎ガバナーにこの間、質問させていただきました。あきらかにお金

を持った奨学生を受け入れるのはどうかと思いますが？ 

岩崎ガバナーは、 その考えは、昔はあったかもしれませんが、今は、有能

な奨学生を受け入れて、行く行くは国と国との架け橋となって頂く人材育成

が目的となっています。なのでお金を持っていても支援する事業であるよう

です。詳しくは、また機会があればお話しをさせて頂きますが、私の考えて

いたものと違う事が分かりました。 

次に地域社会の経済発展月間とは 

1. 貧しい地域社会の経済発展を促すための、起業家、地域社会のリーダ

ー、地元団体、地域社会ネットワークの能力の向上。  

2. 生産性の高い仕事の機会の創出。  

3. 支援が行き届いていない地域社会での貧困の削減。 

4. 経済と地域社会の発展に関連した仕事で活躍していくことを目指す専

門職業人のための奨学金支援 

このような項目があり求められています。 

今週の月曜日に 45 周年記念事業から行っています、平田高校コンソー

シアム全体会議に土江幹事と出席してきました。この目的は高校と地域の

協働体制です。学生は地域の事を学び、地域のための新たな事業提案

等も行っています。そして願わくば、卒業してこの地域に帰った子供たちがこ

の地域の発展のために何かしていただければと言うねらいがあります。このよ

うな目的からみますとこの月間の活動をしていると思います。今後も平田高

校等の活動に支援しなければならないと感じたところであります。 

本日の話は以上です。本日の例会もよろしくお願いいたします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

   〇 大社ＲＣ  10/27（水）  12：30～ 観月例会（短縮例会）   

会場：島根ワイナリー   

ビジター受付  11：30～12：30  事務局 

２．休  会 

   〇 大社ＲＣ   10/20（水） 定款による  ビジター受付 な し 

３．ロータリーの友事務所より 

職員は引き続き 10/3１まで時差出勤と在宅勤務併用で業務  

４．国際ロータリー日本事務局より 

10/1 ～ 10/29 在宅勤務延長 

５．地区ガバナーより 

第 2740 地区 ガバナー 塚崎 寛様より 佐賀・長崎豪雨災害支援

へのお礼状に併せ当地区支援金合計額（2,385,129 円）の報告。 

６．岡山西ロータリークラブより創立６０周年記念誌を頂きました。 



☆ 多久和 優美様の入会に対し、昨日までに意義の申し立てがござい

ませんでしたので入会が決定致しました。 なおこの後入会式を行い

ます。 

☆ 昨日までに次年度役員・理事の立候補、推薦がございませんでしたの

で現理事をもって指名委員といたします。 

■■■ 入会式 ■■■    

多久和 優美 会員 （1971．7．30 生） 

フリーアナウンサー 

職業分類 ： アナウンサー 

推薦者 ： 松浦剛司 ・ 來間 久  

所属委員会 ： 出席親睦委員会 

 

 

■■■ 委員会報告 ■■■   

出席・親睦委員会 ： 10 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い 

 

■■■ スマイル ■■■   

全員スマイル 

(多久和優美様のご入会をお祝いして) 

河原 （久しぶりに皆様にお会い出来てうれしいです。） 

加藤 （多久和さんの入会を喜んで！一緒にロータリー活動をしましょ

う！）  

高砂 （多久和様の入会をお祝いして） 

田中 （多久和さん、入会おめでとうございます。末永くよろしくお願いしま

す。）  

清原 （多久和様 新入会員入会ありがとうございます。今後共宜しくお願

いします。）  

神田 （多久和優美様ご入会おめでとうございます！ どうぞよろしくお願い

します。共に頑張りましょう！）  

原伸 （多久和様 平田ロータリークラブ入会おめでとうございます。）  

松浦 （多久和様ご入会ありがとうございます。ご活躍を祈念致します。）  

■■■ ガバナーとの会長幹事懇話会 9/30 ■■■ 

 

 

 


