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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 28 日 議長 堀江卓男 年次総会 

11 月 4 日 休  会  

11 月 11 日 

出雲市 都市建設部  

建築住宅課 

指導係 坂本 美穂 様 

あなたの家は大丈夫？ 

模型を使った地震対策についての

勉強会 

11 月 18 日 会員  大島 卓爾 会員スピーチ 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 31 7 (4) 91.18 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

大谷／田中／園山 （牧野／河原／黒田／原泰） 

■■■ 来訪者 ■■■    

な  し 

■■■ メークアップ ■■■ 

10/23 堀江・土江(地区大会) 

10/24 堀江・土江・杉原・大島淳・清原・來間 (地区大会) 

佐々木 (地区大会 オンライン) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（11 月 11 日）     原 伸雄／黒田昌弘／久家正義 

（11 月 18 日）     神田慎一／槇野良文／松浦剛司 

■■■ 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  11/1・22(－)  松江南  11/1・22   

火 出雲    松江しんじ湖  11/2  

水 大社  11/24  11/3・17(－) 松江     

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 11/4・25(－)     

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

先日の 23、24 日地区大会へ行ってきました。 

参加者は、23 日（土）からは土江幹事、24（日）は杉原副会長、大島副幹

事、清原さん、来間さん、の 6 名で参加しました。 

前日は、ホテルニューオータニ鳥取で午後より指導者育成セミナー、講

演が4つ、会長幹事会、そして夕方から山下こうぞうRI会長代理ご夫妻を

招いての晩餐会がございました。参加者は 200 名位、パネルで感染予防

対策はあったものの、コロナを全く感じない雰囲気で、酒の継ぎは極力ご遠

慮くださいのアナウンスがありましたが、おかまいなく皆さん酒を酌み交わして

おられました。 

24 日（日）は、とりぎん文化会館で本会議がありました。内容は行かれた

方はご存じの通り挨拶と報告という内容で、席が最上段4階席、断崖絶壁

から見下ろすような席でした。私は高所恐怖症で気持ち悪く度々ロビーで

休んでいました。皆さん素晴らしい挨拶でしたが、来賓挨拶で平井知事の

圧巻の挨拶に会場が魅了されました。初めにロータリー主催者、来賓、パ

ストガバナーさんの名前 15 名位を何も見なくスラスラと、後は地区スローガ

ン、RI スローガン、ポリオとロータリアン以上の知識で、時折英語やユーモラ

スな笑いをとりながらお話をされました。全て手元、原稿無しです。さすが、

全国知事会会長、東大法学部出身の頭の良さを思い知らされた感じであ

りました。 

岩崎ガバナーは、前夜祭、当日と終始、親睦が大事、コロナで中々親

睦が深められない中、地区大会で皆さんが集まって出来たことに感謝して

おられました。大懇親会は出来なかったものの良い地区大会だったように思

います。 

余談ですが、とりぎん文化会館の広さにびっくりしました。出雲市民会館

の１．５倍近くあるように感じました。本会議の初めに会長がステージ壇上

にあがりましたが、ステージ後ろの大きさもここの広さはありました。これぐら

いないと大きな舞台演劇などが招致できないのだなと感じました。 

本日の例会行事は、年次総会です。次年度理事役員がきまります。私

が副会長エレクトに決まったのは 2 年前、コロナ前です。早くあの頃のように

なればと思います。 

本日もよろしくお願いします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．休  会 

   〇 松江東ＲＣ       11/4・25（木）  定款による   

       ビジター受付 な   し 

   〇 松江南ＲＣ       11/1・22（月）  定款による   

       ビジター受付 12：00～12：30 松江エクセルホテル東急 

   〇 松江しんじ湖ＲＣ    11/2（火）  定款による   

       ビジター受付 12：00～12：30 すてんかく 

２．ガバナーエレクト 友末誠夫様、地区Ｒ財団委員長 末長範彦様より 

「次期クラブ Ｒ財団委員長研修会並びに地区補助金管理セミナー」のご案内 

日   時   12/12（日） 14：00 ～ 15：50    受付 13：30 ～ 

場   所   津山鶴山ホテル 

出席義務者  次期 会長・幹事・Ｒ財団委員長 

■■■ 委員会報告 ■■■   

プログラム委員会 ： 11 月の例会プログラム予定表配布 

社会奉仕委員会 ： くらし生活無料相談会開催について 

11/21(日) 9：30～12：30 ショッピングセンタビバ 2F 

■■■ スマイル ■■■   

堀江 （本日は年次総会です。よろしくお願いします。） 

土江 （本日は年次総会です。よろしくお願いします。）  

恒松 （ロータリー情報委員会で報告しました。） 

■■■ 例会プログラム ■■■   

「年次総会」     議長 堀江 卓男 

指名委員会によって 次年度理事エレクトを選出いたしましたので

佐々木哲也 指名委員長から発表していただきます。 



２０２２～２０２３年度  理事エレクト 

 

杉原 朋之 ・ 清原 正幸 ･ 堀江 卓男 ・ 三好 洋平   

内田 節夫 ・ 小汀 泰之 ・ 飯塚 詔夫 ・ 大島 淳司 

松浦 剛司 

以上 9 名の理事が決定しました。拍手をもってご承認下さい。 

直ちに次年度理事の方々で役員エレクトの選考をしたいと思います。 

 

２０２２～２０２３年度  役員エレクト 

 

会長  杉原 朋之 副会長  清原 正幸 

幹事  大島 淳司    副幹事  松浦 剛司 

ＳＡＡ  原   伸雄 副ＳＡＡ  神田  慎一 

会計  小汀 泰之 監事    釜屋 治男 

以上 役員の方が決定しました。 

■■■ 国際ロータリー第2690 地区  地区大会 ■■■  

本会議  2021 年10 月24 日（日）  於） とりぎん文化会館 

（ホスト ： 鳥取西ＲＣ） 

 

 

オープニング  因幡の麒麟獅子舞・因幡の傘踊り 

 

岩﨑陽一ガバナー 

 

第４グループ ５クラブ紹介  会長登壇 

 

物故会員 紹介・黙祷 

 

記念事業 発表・目録贈呈 

 

地区大会出席者 


