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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 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 

12 月 16 日 会員 河原治子 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 30 8 (4) 88.24 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

石原輝／板垣／内田／園山 （牧野／河原／黒田／原泰） 

■■■ 来訪者 ■■■   

岩﨑陽一 地区ガバナー ・ 岡田信俊 地区庶務幹事 

■■■ メークアップ ■■■ 

 11/21 堀江・土江・福田・石原輝・恒松・佐々木・持田稔・小汀・釜屋 

板垣 （社会奉仕委員会  くらし・生活無料相談会） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（12 月 2 日）     重親政継／小汀泰之／大島淳司 

（12 月 9 日）     原 伸雄／大島卓爾／大谷良治 

■■■ 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  12/20  1/24・31  

12/27(－)  1/3(－)  2/21(－) 
松江南  12/20・27   

火 出雲    松江しんじ湖  12/21・28 

水 大社     松江  12/15   

木 (－) ； ビジター受付 なし
松江東  11/25(－)  

12/16  12/23・30(－) 

金 
出雲南  12/17  1/14・21   

12/24・31(－) 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

お客様をご紹介いたします。第2690 地区2021-22 年度 国際ロータリー

第 2690 地区ガバナー 岩﨑陽一様です。地区庶務幹事・地区米山記念

奨学委員長の岡田信俊様です。 

当初9 月30 日に予定しておりましたが、コロナ感染症の関係で休会となり、

会長幹事懇談会のみとなりました。そこで再度訪問して頂けると熱い思い

に感動いたしました。我々平田クラブ会員も非常に喜んでいます。本日は

よろしくお願いいたします。 

さて、21 日に行いました、くらしの無料相談会お疲れ様でした。応募され

た人数は少なめではありましたが、相続等の内容が多かったようです。少し

でも地域の人の為になったことは、良かったと思います。担当頂きました、社

会奉仕委員会の皆様ありがとうございました。 

話は変わりますが、日本のロータリーは 100 周年を迎えております。 

日本のロータリークラブは、1920 年（大正 9 年）10 月、その頃の三井銀行

重役米山梅吉氏が、国際ロータリーから委任されて、東京に設立したのが

はじまりです。今年100周年を迎えるにあたり、5年前よりビジョン策定委員

会が設置され、今後のロータリーの方向性、ビジョンのレポートが送られてき

ています。６０ページの内容ですので、全てをご紹介できません。このレポー

トの最後は２２の提言にまとめられています。その提言をご紹介いたします。 

提言説明 

日本全体的な内容もありますが、ほとんどが個々のクラブに対しての提言

であります。 

この先平田クラブは 3 年後には 50 周年、その先に向けて、どのような方

向、活動をしなければならないかを、これらを参考にしながら皆さんで考え

ていきましょう。 

≪ ポールハリス・フェロー バッジの贈呈 ≫ 

 
杉原 朋之 会員 (3 回)   釜屋 治男 会員 (2 回) 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

   〇 松江ＲＣ         12/15（水）  夜間例会(家族忘年会)  

       ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

   〇 松江東ＲＣ       12/16（木）  夜間例会(忘年家族会)  

       ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

   〇 松江南ＲＣ       12/20（月）  夜間例会(年忘れ家族会)    

       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    12/21（火）  夜間例会(忘年家族会)   

       ビジター受付 12：00～12：30 すてんかく 

２．休   会 

   〇 松江東ＲＣ       12/23・30（木）  定款による  

       ビジター受付  な し 

   〇 松江南ＲＣ       12/27（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    12/28（火）  定款による   

       ビジター受付 12：00～12：30 すてんかく 

３．新入会員候補者紹介 

氏名 荒木 克之 様  Ｓ ４６．1．９ 生 

職業 昭和開発工業（株） 代表取締役   

クラブ細則第10 条第５節により 異議のある方は、本日より７日以内に 

書面をもってお申し出下さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

プログラム委員会 ： 12 月例会プログラムについて 

情報・雑誌委員会 ： 地区補助金について 

社会奉仕委員会 ： くらし無料相談会の報告 



■■■ スマイル ■■■   

岩﨑陽一ガバナーよりスマイルを頂戴いたしました 

全  員  

  (岩﨑陽一ガバナーの公式訪問を喜んで。) 

■■■ 例会プログラム ■■■   

ガバナー公式訪問例会 

第2690 地区 2021-2022 年度ガバナー 

  岩﨑 陽一 様   

 

 

 

 

 

 

■■■ 社会奉仕委員会事業 ■■■ 

「くらし・生活無料相談」 （11/21 開催） 

  会場  ショッピングセンターVIVA 

「くらし・生活無料相談」を11月21日（日）9：30から12：30までショッピ

ングセンターVIVA において開催した。当日は、新型コロナウイルス感染予

防対策を行いながら、平田ロータリークラブの会員が相談員となり、電話

相談を含め、延べ６名の相談者からの相談を受けた。社会貢献活動とし

て、今後も「くらし・生活無料相談」を継続する必要があると感じている。 

  

  

■■■ 国際奉仕委員会事業 ■■■ 

「ポリオ根絶パネル展」 

くらし・生活無料相談会にあわせて、「ポリオ撲滅パネル展」をショッピング

センターVIVA において開催した。当日は、平田ロータリークラブ会員が、

VIVA に来店された方、「くらし・生活無料相談」に来られた方に、世界中の

ロータリーがポリオ（小児麻痺）の症例を 99．9％減らすために貢献したこと、

多くの子供たちがいまだにポリオの危険にさらされており根絶が重要であるこ

とをＰＲした。 

 


