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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    会長／ 杉原 朋之   副会長／ 清原 正幸 

２６９０地区ガバナー／ 友末 誠夫         幹事／ 大島 淳司   会 計 ／ 小汀 泰之 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演  題 

9 月 29 日 会 員 遠藤 寛 新入会員スピーチ 

10 月 6 日 会 員 恒松 克己 会員スピーチ 

10 月 13 日 休  会  

10 月 20 日 地区補助金事業 社会奉仕委員会 

10 月 27 日 年次総会 議長 杉原朋之 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

35 28 7 (2) 84.85 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

 田中／持田祐／釜屋／小汀／園山 （牧野／黒田） 

■■■ 来訪者 ■■■  な し 

■■■ メークアップ ■■■  な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 20 日） 多久和優美／高砂明弘／田中浩史 

（10 月 27 日） 荒木克之／土江光二／恒松克己 

■■■ 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     松江南  10/31  11/21 

火 出雲  10/18  10/11(－) 松江しんじ湖  10/11・18  11/1・29 

水 大社  10/12 松江  10/26・11/30(－)   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  10/13・11/24(－) 

金 出雲南  9/30  10/7・14  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

皆さんこんにちは・・・ 

みなさん色々と趣味を持っているかと思います。スポーツやドライブ、映画鑑

賞など… 

私はフィッシング・麻雀・お酒を飲むこと 3 つの趣味を持っていますが、趣味

によってもたらされる効果を社会人になってから感じることが多かったように

思います。 

まずは 

・ストレス発散ができる 

趣味に没頭できる時間をつくることによって、その時間だけは少しでも現実

から離れられる事が出来ます。 

それによってエネルギーを充電することができ、新たな気持ちで仕事に取り

組めることができます。 

・色んな人と巡り合う事が出来る 

共通の趣味がある事によって仲良くなれる可能性が高まります。実際に私

も多くの友達が出来ました。 

好きな事を突き詰めていくだけで自然と良い人脈に恵まれる事もあります。 

・心にゆとりが生まれる 

人には 3 つの自分の大きな柱を持っていると心にゆとりが生まれると思いま

す。 

１つ目は仕事という柱 

２つ目は友人や家族という柱 

そして３つ目が趣味という柱です。 

たしかにこの 3 つの柱を大切にしている人は活き活きしているように思えま

す。 

趣味の力は人生において物凄く大きいです。 

みなさんも新たな趣味にチャレンジしてみてはいかがでしょうか！ 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．会費の引落     10/6   57,000 円 （10・11・12 月分） 

２．例会変更 

   〇 松江しんじ湖RC   10/18(火) 職場訪問例会   

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

３．休  会 

   〇 松江RC     10/26・11/30(水) 

       ビジター受付  な し 

   〇 松江東RC  10/13・11/24(木)  定款第７条による    〃 

   〇 松江南RC    10/31・11/21(月)      〃             

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

   〇 松江しんじ湖RC  10/11・11/1・29(火)  定款第７条による    

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

４．第 3・4・5 グループ合同  

『世界ポリオデー ポリオ根絶御祈願プロジェクト』のご案内 

日  時  10/23(日)  受    付          10：00～ 

               ご祈祷・正式参拝      10：45～ 

               募金活動・啓発チラシ配布 11：05～ 

               解   散           12：00 

参加者   各クラブより３名(会長、幹事、R 財団委員長) 

募金啓発活動への参加は自由です。 ご希望の方は事務局まで 

 



５．第51 回ロータリー研究会のご案内 

   日 に ち       11/19～22 神戸ポートピアホテル 

   登録対象者   元ガバナー補佐・クラブ会長・クラブ元会長 

クラブ会長エレクトならびにパートナー 

   登録締切    10/7 (ご希望の方 事務局まで) 

 

クラブ細則第5 条第1 節により 10/27（木）年次総会を開催致します。 

第3条第1節により次年度役員、会長、副会長、直前会長、幹事及び会

計を含む9名の理事の立候補、推薦のある方は、本日より7日間 受付い

たしますので、文書をもってお申し出下さい。 

 

【訃報】 ガバナー会より 

2006-08 年度 RI 理事、1993-94 年度 RI2690 地区ガバナー渡辺

好政様（児島 RC）が 9 月 25 日にご逝去されました（享年 92 歳） 

■■■ 委員会報告 ■■■   

50 周年準備委員会 ： テーマ・記念事業について、アンケートのお願い 

■■■ スマイル ■■■   

杉原・大島淳・神田 （遠藤会員、本日のスピーチ楽しみにしております。 

よろしくお願いします。）  

飯塚大・清原・松浦・原伸 （遠藤会員、スピーチ楽しみにしています。）  

恒松 （お世話になります。遠藤さんのスピーチ楽しみにしています。）  

持田稔 （遠藤様スピーチよろしくお願いします。）  

堀江 （遠藤会員の楽しい話を期待しています。）  

遠藤 （本日は眠くなる話かもしれませんがご清聴お願いいたします。）  

飯塚大 （先日は拙著の出版記念の会を開いて頂き誠にありがとうございま

した。心より厚く御礼を申し上げます。）  

■■■ 例会プログラム ■■■ 

新入会員スピーチ 

会員 遠藤  寛 

遠藤寛と申します。 

現在、遠藤燃料工業で代表を務め、

ガス供給を中心とし社業に勤しんで

おるところでございます。 

約 2 年前まで父であります遠藤榮が、

平田RC でお世話になっておりました。その節は大変お世話になりました。 

皆様に多大なるご迷惑をお掛けしたことは想像がつきますが、そんな人間

でも私の父ですから、私としては一、目標として見ておりました。 

 

私は今から４７年前、遠藤家の長男として平田の地に誕生し、幼稚園から

高校まで地元平田で過ごし、縁あって大学は愛知工業大学へ進学しまし

た。通称「愛工大」ですね。 

物覚えついた頃から父には、「友達をたくさん作りなさい。」「困っている友人

は何としてでも助けなさい。」「いくら先輩でも道理に沿わず弱いものいじめ

していたらその先輩に立ち向かいなさい。」「女性には優しくしなさい。」「家

族を大事にしなさい。」 

などと、一見聞いたら当たり前で簡単に出来そうだけど勇気のいる行動指

針を小学生・中学生・高校生の頃、週末の夜しか会わない父に、晩ごはん

の時に確認されていました。 

ですから、友人もたくさん出来ましたし、自分勝手に一度お話ししたら直ぐ

に友達になったってくらいに人に溶け込むことへの抵抗がなく、輪を広げるこ

とが得意となりました。 

 

中学まで野球をし、高校からバレーボールを始め、球技全般一通りこなせ

る自信が身につきました。 

大学でも軟式野球同好会と色々なスポーツを行うサークルに入り、常に身

体を動かしていたと思います。 

大学時代に父親と会話をした記憶があまりないくらいに、友人たちと色々な

経験をしました。 

友人８名くらいで車２台を使い、愛知県を出発して福井県へ北上し、友人

宅で一泊。日本海岸沿いを走り鳥取砂丘を経由して島根県の我が家で

一泊。再び日本海岸沿いを走り山口県秋芳洞で折り返し、岡山県津山

市の友人宅で一泊。そのまま関西を通過し愛知県へ帰るという三泊四日

の旅をしました。 

友人宅では毎晩酒盛りで大騒ぎして迷惑をかけ、お世話になりました。 

我が家に泊まった時に父親からは叱られることもなく、私を含む友人たちへ

「警察にお世話になることだけはするな。それ以外は何やってもいいから思

いっきり学生生活を楽しみなさい。」と、そんな父でした。 

 

大学に進む際に、「日本全国どこへ行ってもいいが就職だけは地元島根県

でしなさい。」ということでしたので、島根電工へ就職し、ガス屋ではなく電

気屋スタートの社会人となりました。 

島根電工さんでは給料をもらいながら社会勉強をしっかりさせて頂いた気

持ちでおります。朝から深夜まで必死に働きました。そして週末はしっかり同

僚とお酒を酌み交わし、日頃の傷を舐め合うかのように励まし合い日々を

暮らしておりました。 

 

３０歳になったころに電気屋を卒業し現在のガス屋で働くことを決め、妻とも

結婚をしました。 

その頃に平田地区体協で杉原会長・飯塚市長と出会い、地域のために汗

をかくことを覚えました。 

その数年後に松浦歴代理事長が率いる平田青年会議所の門をたたきまし

た。 

入会したきっかけは先輩方からのお誘いもありますが、子どもながらに父親

の背中を見ていたせいか、大人になったら体協で活動し、青年会議所で地

域の仲間たちと汗をかいていた父親と同じ道をまず歩こうと決めていました。 

２０１１年３月１１日金曜日１４時４６分に宮城県塩竈市にて大島先輩と

共に東日本大震災で被災しました。 

大きな揺れが何分続いたかは記憶にありませんが、もしもホテルの瓦礫の

下敷きになっても這い出てやろうと思いながら死を覚悟してました。 

生きていましたから後から思うのですが、お金を出してでも決して経験でき

ない事を体験することとなりました。 

そして価値観も変わり始めました。 

どんなに辛いことがあっても人間そんなに簡単に死なないし、死ぬことを思

えばたやすいことだなって楽観視出来るようになりました。 

２０１４年には平田青年会議所の理事長職まで与えてもらえて、組織的な

ことまで学ばせて頂きました。 

 

この度、平田ロータリークラブに入会させて頂きましたが、入会のきっかけは

言うまでもなく父親が歩んだ道であったからです。 

今後活動を通じて友人をたくさん作り、微力ではありますが平田ロータリー

クラブの信念を学び、奉仕の精神を胸に邁進していく所存ですので、ご指

導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、私からの自己紹介の挨拶

に代えさせて頂きます。 

本日はご清聴ありがとうございました。 


