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2022-2023 年度
国際ロータリー会長／ ジェニファー・ジョーンズ
２６９０地区ガバナー／ 友末 誠夫
■■■ 例会プログラム ■■■
例 会 日
卓 話 者
会員
荒木
克之
8 月 25 日
9月 1日 休 会
9月 8日
9 月 15 日

演

題

新入会員スピーチ

宍道湖漁協参事

「生態系から見る宍道湖七珍」

桑原 正樹 様
知的財産総合支援センター
福代 功一 様

9 月 22 日 休 会
■■■ 出席報告 ■■■
会員数
出席者数
35
26

欠席者数
9 (3)

出席率
81.25 %

■■■ 欠席者 ■■■
飯塚大／石原／神田／小汀／多久和／園山
（高砂／牧野／黒田）
■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
な し

（土・日曜・祝日 休局）

会長／ 杉原 朋之
幹事／ 大島 淳司

副会長／ 清原 正幸
会 計 ／ 小汀 泰之

皆さんの中でも最近、「人と話しているときに、うまく言葉が出てこない…」と
いう思いをされた方はいらっしゃいませんか？
一緒に住んでいる人、長く付き合っている人とは、伝えたい言葉の全てを言
い切らなくても伝わることが多いと思います。
それはそれで凄いことでもあります、例えば「あれをあれして」などのように、
つい正確な言葉を探す手間を省いてしまったりもします。
特にコロナ禍のような状況で、特定の人としか話さないことが続いたりすると、
言葉を探す力、伝える力がいつのまにか衰えてくると思います。
積極的に他の人と話す機会を作ること、または気心の知れた相手でも、伝
えたい言葉を正確に最後まで話しきるように意識してみることも大切だと思
います。
どんな仕事においてもコミュニケーションは必須です。私もこれ以上衰えな
いように気をつけたいと思います。
■■■ 幹事報告 ■■■
１．例会変更
〇 出雲南 RC
10/7(金) 移動例会 (ホテル武志山荘)
10/14(金) 職場訪問例会
ビジター受付 11：30 ～ 12：30 事務局

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（9 月 15 日） 遠藤 寛／三好洋平／持田稔樹
（9 月 29 日） 來間 久／小汀泰之／大島卓爾
■■■ 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 8/29(－)
松江南
火 出雲 10/18 9/20・10/11(－)
松江しんじ湖 9/20
水 大社 9/14 8/31・9/21(－)
松江 9/14 9/21 9/28(－)
木
(－) ； ビジター受付 なし 松江東 9/22(－)
金

出雲南 9/30 10/7・14

■■■ 会長挨拶 ■■■
みなさん、こんにちは・・・
依然、新型コロナの新規感染者が急増を続けています。
出雲市もなかなか治まらない状況だと思います。
今年度スタートして約 2 か月がたったわけですけども、コロナに振り回される
部分もありました、只、これから本格的に各委員会それぞれの事業が始ま
ります、感染防止対策をやりつつ、適切な状況判断とある程度の「覚悟」そ
して「信念」を持って取り組んでいただきたいと思います。
これは一つの例として今週27 日土曜日3 年ぶりに久多見地区で開催され
る「わがとこ祭り」です。
石原社長のコロナに絶対に負けないという「強い意志」、「覚悟」「決断力」
でわがとこ祭りの開催が決定したと聞いております。
このわがとこ祭りの開催がこれからのイベント等に「やればできる」というお手
本・第１歩になると思います、わがとこ祭りの成功を願っております。
さて、先週ガバナー公式訪問例会がありました、例会の前にガバナーと懇
談会があります。 そこで感じたこと少しお話させていただきます。
それは自分の「話す力」がなくなっているということです。話す時に言葉が出
で来ない、うまく伝わらない。

２．「クラブ米山記念奨学委員長研修会」ならびに
「ロータリー米山奨学生・米山学友親睦会」開催のご案内
日 時
9 月 24 日(土) 受 付 １2：40 ～
研修会 13：00 ～ 15：30
場 所
岡山国際交流センター
３．一般社団法人 平田青年会議所
創立５５周年記念式典・記念講演・祝賀会のご案内
日 時
記念式典 ９月２４日(土) 午後１時 ～ ３時
記念講演
〃
午後３時半 ～ ５時
祝賀会
〃
午後６時 ～ ８時
当クラブ杉原朋之会長 出席致します。
４．地区大会参加 ・ 登録のお願い
１０月２日(日) 会場 ： 津山総合体育館
ご希望の方 事務局まで
■■■ 理事会決定事項 ■■■
10 月 20 日(木) 地区補助金事業を例会として行うことを決定。
■■■ 委員会報告 ■■■
情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友 8 月号の紹介
プログラム委員会 ： 9・10 月の例会プログラム予定表配布
■■■ スマイル ■■■
杉原・持田稔 （荒木会員スピーチよろしくお願いします。）
大島淳・清原・松浦・堀江 （荒木会員スピーチ楽しみにしています。）
恒松 （皆様に色々お世話になります。）
荒木 （本日は新入会員スピーチをします。よろしくお願いします。）

■■■ 例会プログラム ■■■

新入会員スピーチ
会員 荒木克之
新入会員スピーチ
ということですが、今
年１月に入会してか
ら半年以上経ちまし
て、WEB 参加が続い
たりコロナということも
あり、まだまだお話出
来ていない会員の方
もいらっしゃいますので、少し詳しい自己紹介をさせて頂きます。
簡単に仕事と趣味の両方のお話をしようと思います。
所属は昭和開発工業と株式会社パナム、それと温泉ゆらりになります。
昭和開発工業では主に土木や建築といった建設部門が主体となっており、
土木においては、道路や河川、今頃は国営の農地整備事業といった大き
な事業もあり、そういった仕事をしております。建築では公共にて向陽中学
校やあさひ小学校の建設工事、また民間ではこちらにもお客様がいらっしゃ
いますが、店舗やご自宅の新築工事などやらせていただいております。
また写真にもあるようにトンネルの掘削工事もしております。元々が鉱山会
社のスタートだったことで地下工事を得意としていたこともあり、その名残で
今もトンネルの施工はやっています。
それから石見銀山の保守点検をやっております。坑道のことを間に歩くという
字で間歩と言いますが、有名な間歩で龍源寺間歩と大久保間歩というも
のがあります。
弊社が管理しているのが大久保間歩になりますが、当時の人が掘ったまま
の坑道が残っています。奥までの通路は明治以降のところで銅などを運ぶ
ためトロッコを使っていたので広く取ってありますが、枝の道などはそれ以前
の本当に小さな横穴や竪穴がたくさんあります。たくさん銀を含んでいたとさ
れる福石場と呼ばれる場所では体育館半分くらいの巨大な空間があり、
当時は世界の３分の 1 の銀を産出していたとも言われるような場所です。
以前に私もこの業務に携わっていたこともありますが、夏場など特に坑内は
気温１２℃、外は３０℃超えになり、そこを出たり入ったりを繰り返すとほぼ
午後にはトイレ直行で駆け足で坂道を降りてました（泣）
またここからはお知らせも兼ねて紹介しますが、先ずは個別指導塾のトラ
イプラスです。今でも覚えていますが、ちょうど東北の震災のあった 3 月に平
田校を開校し、今は出雲と松江で 4 教室を運営しています。
同級生からはたいして勉強してこなかった私と塾のイメージが合わなくて笑
われてましたが、皆様方のお子様やお孫さんのお手伝いでも出来たらと思
っております。
それから今年の 3 月にオープンした LIXIL ショップです。こちらは合銀さんか
ら譲っていただき、今も ATM 併設という形でやらせて頂いています。不動産
とリフォームの店となりますが、思いとしては若いころのアパート住まいから家
の新築、数10 年経った頃にはリフォーム、そして子供さんとの二世帯住宅、
家屋や土地の売却など、全ての世代のお客様と色々なご要望に応えれる
ようにと作りました。まだまだ私の思うような仕事は出来ていないところです
が、地域に根付いた仕事が出来るようにと、スタッフにはどんどん外に出るよ
うにしています。色々な場所でまた皆様との接点もあろうかと思いますが、ご
指導をよろしくお願いします。

続いて株式会社パナムという会社になりますが、先ほどのトライや LIXIL は
私の考えが強く反映したのに対し、ここは先代社長の思いで作った会社で
す。太陽光発電所を2か所と小型風力発電所、そしてもうひとつがカワハギ
の養殖事業となります。
以前からチャンスがあったら養殖事業は始めたいと思っていましたが、廃校
の利活用ということで、光中学校が候補の一つとして出たので始めるきっか
けとなりました。1月に入荷したものがやっと大きなもので20ｃｍとなり、今後
どのような形になっていくか分かりませんが、何とか皆さんにも食べて頂ける
ようにしたいと思いますので、その時はまた感想をお願いします。
最後に温泉ゆらりですが、コロナのこともあり、まだまだ大苦戦しています。
何とか料理については前より良くなったじゃないかと評価を頂くようになってき
たので、コロナが落ち着いてきたら挽回していこうと思っています。ここもまた
皆様方に使ってもらってなんぼという場所です。色々なご指導を頂きながら、
やっていきたいと思っております。
以上が会社の紹介を通して私の仕事をお話しました。
続いてプライベートの部分になりますが、今少しのぼせこんでしているものが
3 つありますので、紹介しておきます。先ず一つ目が写真のとおり釣りです。
境港の波止でよくやってますけど、魚種が豊富で30ｃｍを超えるアジを筆頭
にヒラメ、マゴチ、チヌ、タチウオや巨大なエイなどが釣れました。夜釣りがメ
インなので、朝帰ってくる時に松江のコメダでモーニングというの流れでやって
ましたが、なかなか辛いのでこの流れはやめました。ちょっとこれからは大物
釣りを目指したいなと思ってるところです。
次がこれです。自分と同じような体形のイラストでしたので、使ってみました
が、オートバイです。２０歳の頃、中免を取っていましたが、ほぼ一度も乗る
ことなく今まで来ました。それが去年の暮頃ですが、何気に見ていた深夜番
組でホンダのレブル 1100 というバイクの紹介をする番組がありました。30 年
開くことのなかった蓋が開いてしまった感じで、すぐにネットで調べて米子のホ
ンダドリームに行きました。最初は免許もないし、少し覗いてみようくらいの
気持ちで行ったのですが、店のお姉さんが跨ってみますか？エンジンかけて
みますか？吹かしてみませんか？という怒涛の営業トークであっさり落とさ
れ予約してしまいました。GW 明けには納車できるかもと言われ、それに合
わせて４月から自動車学校に通い、１本橋がなかなか上手にできなくて難
儀しましたが、何とか卒検を一発でクリアしました。
後はバイクかぁと思ってたところ、ウクライナと上海のゼロコロナ政策のため
生産ストップでいつになるか分からないことになりました。もともと我慢という
ものが苦手だったため、別の店の店頭に並んでいた他のバイクを買ってしま
いました。それに乗って晴れた土日の朝は６時から三瓶まで１周してくるとい
う練習をしていますが、街乗りがあって山道のワインディングがあって、高速
走行できて、最後に海岸べりを走るという２時間半の最高の贅沢を発見し
たところです。ただあまりに面白いので、今後は、自分の命はもちろんですが、
免許も無くさないよう自制して楽しんでいけたらと思っています。
最後になりましたが、これです。写真は麻雀の女流戦になりますが、ここも
少し頑張ってみようかなと思ってるところです。7：3 くらいで頭がオフェンスに
振っているので、もう少しデイフェンシブにじっくりとやれたらいいなと。ただ性
格的に勝つより、きれいな手であがった時や先輩からひっかけてあがった時
の方の喜びが勝ってしまうので、ここも我慢できるようにしないとダメかなと思
ってます。
全くとりとめのない話になりましたが、仕事と遊びから自己紹介させて頂きま
した。皆様方とは今後、長いお付き合いになろうかと思います。こんな人間
ですが、よろしくお願い致します。
ご清聴ありがとうございました。

