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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 

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 

12 月 9 日 全会員 コーヒーブレイク例会 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 33 5 (3) 94.29 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

多久和／園山 （牧野／河原／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 25 日）     來間 久／持田稔樹／持田祐輔 

（12 月 2 日）     重親政継／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 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   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 ■■■   

本日は都合により料亭ほり江になりご迷惑をおかけしました。 

料亭ほり江の歴史を紹介します。私は堀江家では 6 代目、初代は木次か

ら明治28年に平田に移り住み、初代と2代目の仕事は分かっていません。

3 代目からは乾物の販売、4 代目から鮮魚店、仕出し料理、昭和35 年か

ら座敷で宴会をするようになり、この大広間は昭和 42 年に灘分小学校の

廃材をもらって建てました。それから増築、増築、リフォーム、で現在の料亭

になっています。 

ロータリー財団月間からみのお話をさせていただきます。 

ロータリーの年間予定表に毎月○○月間と書かれています。本日資料で

配布しています、ロータリー特別月間をご覧ください。 

ロータリーは 5 大奉仕を掲げています。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉

仕、国際奉仕、青少年奉仕、しかし、1 月に職業奉仕、5 月に青少年奉

仕しか記載されていません。後の３つクラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕は

何故記載がない？ 

クラブ奉仕は、会員同士の関係をはぐくむことでありますから 6 月で

す。 

社会奉仕と国際奉仕は、あとの月に含まれています。 

社会奉仕は、地域の人びとの暮らしを豊かにし・・・ 

国際奉仕は、国際的なプロジェクトでボランティアをしたり、海外のパ

ートナーとの協同活動を通じて、平和と相互理解を推進することで

す。 

本日資料で配布しています、ロータリー財団の重点分野６項目に社

会奉仕、国際奉仕があり、その全てが 9 月 10 月 12 月、２，３，４月

に記載されています。これで 5 大奉仕がモーラされている事と解釈しま

した。 

ロータリー財団重点分野 6 項目、ロータリー版 SDGｓこれが活動の元

になるものです。理解を深めて頂きたいと思います。 

なんでだろうという疑問からお話をさせていただきました。 

本日の卓話は大島会員です。楽しみにしております。 

本日もよろしくお願いします。 

 

 

 



■■■ 幹事報告 ■■■  

１．地区ガバナー 岩﨑陽一様より  

「ポリオワクチンツアー参加者募集について」 

  11 月号のロータリーの友 7 ページからポリオ投与に関する記事が掲 

載されていますが、チームポリオジャパンが行っているインドでのポリオワ 

クチン投与のツアーを来年 1 月に募集する計画があり、それを受け当 

地区でも参加者の募集致します。 

ご希望の方12/10 までに事務局まで 

２．次週11/25(木) ガバナー公式訪問例会 

   上着ネクタイ着用でご出席ください。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友 11 月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■   

堀江 （大島卓爾会員の卓話を楽しみにしております。） 

土江 （大島卓爾先生、今日のスピーチ楽しみにしておりました。 

宜しくお願い致します。）  

恒松 （大島先生のスピーチ楽しみです。） 

持田祐 （大島会員、本日は宜しくお願い致します。） 

黒田 （おひさしぶりです。）  

小汀 （本日は所用のため中座致します。お許し下さい。） 

 

■■■ 例会プログラム ■■■   

「ロータリーの１０徳 および ７つのロータリーの効用について」 

大島 卓爾 会員   

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの１０徳   

   ～  ロータリー情報研究会 発行・編集 

 「今日からロータリアン 改訂第８版」から引用  ～ 

 

  １） 交流関係が広くなる  

  ２） 常識が広くなる  

  ３） 行儀が良くなる  

  ４） 朗らかになる  

  ５） 社交的になる  

  ６） 顔に品がでてくる  

  ７） 几帳面になる  

  ８） 話題が豊富になる  

  ９） 健康になる  

 １０） 家族が喜ぶ  

 

 

ロータリーの効用   

   ～ ロータリークラブの資料から 引用 ～  

 

  １） ロータリーは心の友をつくる  

  ２） ロータリーは人をつくる  

  ３） ロータリーは信用をつくる  

  ４） ロータリーは感動をつくる  

  ５） ロータリーは夢をつくる  

  ６） ロータリーは青春をつくる  

  ７） ロータリーは平和をつくる  

 

 


