
■平田ロータリークラブ 事務局 
〒691-0001 島根県出雲市平田町 2280-1 平田商工会議所 2F 

TEL : 0853-63-3232 / FAX : 63-5365  

URL : http://hirata-rotary.jp/  Mail : office@hirata-rotary.jp 

 

9：00 ～ 17：00 （土・日曜・祝日 休局）

平田ロータリークラブ 週報 ～ No. 2226 （2021 年 11 月 11 日） 

 

 

 

 

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 

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 

11 月 25 日 ガバナー 岩﨑陽一様 ガバナー公式訪問例会 

12 月 2 日 割烹温泉ゆらり 18:30～ 忘年例会 

■■■ 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 ■■■   

杉原／石原俊／園山 （牧野／河原／黒田／原泰） 

■■■ 来訪者 ■■■    

な  し 

■■■ メークアップ ■■■ 

 な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（11 月 18 日）     神田慎一／槇野良文／松浦剛司 

（11 月 25 日）     來間 久／持田稔樹／持田祐輔 

■■■ 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 11/22(－) 12/20 1/24・31 

       12/27(－) 1/3(－) 2/21(－)
松江南  11/22   

火 出雲    松江しんじ湖  

水 大社  11/24  11/17(－) 松江     

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 11/25(－)     

金 出雲南 12/17 1/14・21 12/24・31(－)  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

本日のお客様をご紹介いたします。 

出雲市都市建設部建築住宅課、指導係 坂本美穂 様でございます。 

本日の卓話でお話をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 昨日から寒くなり秋から冬、日本酒が恋しくなった今日この頃であります。 

今月11 月は、ロータリー財団月間であります。 

ロータリー財団は、ロータリー活動の根幹であります。そのお話をさせていた

だきます。 

◆【ロータリー財団の使命】 

「ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す

ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。」  

◆【ロータリー財団の標語】 

『世界でよいことをしよう』 

どのようにロータリー財団が出来たのかを資料で用意していますので紹介し

たいと思います。 

■資料紹介 「ロータリー財団の父 アーチ・クランフ」 

 

その後、1947 年にポール・ハリスさんが逝去され、追悼寄付が 130 万ドル

集まり、（当時の130万ドルは、今の日本円でおそらく６0億前後）その資金

をもとに本格的に財団が活動し始めたと書かれていました。 

本日はロータリー財団のはじまりを紹介させていただきました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．国際ロータリー日本事務局より 

11/1 ～ 11/30 在宅勤務延長 

２．ロータリーレートの変更 11/1 より   1 ドル 114 円 (現行112 円) 

３．例会変更 

   〇 出雲南RC     12/17(金) 夜間例会 

                2022 年1/14(金) 移動例会 

                  〃  1/21(金) 夜の例会 

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

   〇 出雲中央RC   12/20(月) 夜の例会(家族同伴忘年例会) 

           2022 年1/24(月) 職場訪問例会  於： 出雲鉄工(株) 

            〃          1/31(月) 地区補助金事業  

於： 県立出雲高等学校 

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

４．休  会 

   〇 出雲南RC     12/24・31(金) 定款第７条により  

       ビジター受付  な し 

   〇 出雲中央RC     12/27(月)   定款により 

                 2022 年1/3(月) 2/21(月)  定款により 

       ビジター受付  な し 

５．ガバナー 岩﨑陽一様、地区大会実行委員長 田中章夫様より 

   地区大会参加のお礼時用を頂きました。 

６．例会場変更 

   次週11/18(木) ホテルほり江 ➞ 料亭ほりえ 

■■■ 委員会報告 ■■■   

出席親睦委員会 ： 忘年例会のご案内  12/2（木）18：30～ 「ゆらり」 

11 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い 

 



■■■ スマイル ■■■   

堀江 （坂本美穂様、本日はようこそおいで下さいました。講演よろしくお願

いします。） 

土江 （出雲市都市建設部 建築住宅課指導係 坂本美穂様本日はよ

うこそいらっしゃいました。スピーチよろしくお願い致します。）  

持田稔 （坂本様、原様、山本様 本日はよろしくお願いします。） 

持田祐 （坂本美穂様、本日は宜しくお願い致します。） 

釜屋 （平田囲碁クラブの灘分小５年の土江一真君が３人の団体戦で県

大会で優勝をしました。）  

  

お 礼 

重親 （先般の葬儀には当クラブより香典、お供えを頂き、又会員の皆様

にもご香典を頂きありがとうございました。堀江会長には代表焼香

をいただきありがとうございました。） 

■■■ 例会プログラム ■■■   

「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」 

出雲市 都市建設部 建築住宅課 指導係 坂本 美穂 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


