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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 

2 月 2 日 会員 佐々木哲也 ・ 遠藤 寛 年男の抱負 

2 月 9 日 会員 園山  繁 会員スピーチ  

2 月 16 日 

大田市教育委員会 教育部  

石見銀山課 主任 

清水 拓生 様 

世界遺産「石見銀山遺跡と

その文化的景観」 と大森

銀山の町並み 

2 月 23 日 休  会 （祝 日）  

3 月 2 日 50 周年準備委員会  

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

37 29 8 (3) 85.29 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

 荒木／石原／板垣／持田祐／園山 （牧野／黒田／高砂） 

■■■ 来訪者 ■■■    な  し 

■■■ メークアップ ■■■   な  し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（2 月 16 日） 林 浩司／土江光二／恒松克己 

（3 月 2 日） 來間 久／福田磨寿穂／原 孝士 

■■■ 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  2/20・3/13・4/10(－)  4/3 松江南  2/6・20 

火 出雲  2/28  2/7・21(－) 松江しんじ湖  2/7 

水 大社  2/8・22・3/22・29(－) 松江  2/22(－) 

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東   

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

みなさん こんにちは・・・ 

この 1 週間ずっと寒波の影響で雪・雪・だったと思います。 

みなさんも仕事はもちろんですが、出勤やちょっと外出するだけでも大変だ

ったと思います。 

こんな時、テレワークが出来る業界はいいなと思っていました。そんな中です

が先日、テレワークについて気になる記事をみかけました。 

自治体のテレワーク導入がこの 2 年間でおよそ 3 倍になったという記事で

す。 

振り返ってみると、コロナ禍以前は、顔を合わせなければ仕事がスムーズに

進まない！連携が取れない！設備費用がかかる！などの理由でテレワー

クはどこの業界でも進みませんでした。 

しかし、やらなければならない状況になったとき、多くの企業でテレワークが

普及して、その効率的な働き方に今は注目を浴びています。 

これって実はテレワークだけではなくて、他の分野でもあるのではないかと思

うのです。 

今まで当たり前だったものが、実は考え方が古くて、もっといい方法があった

りと。 

まだまだ厳しい現状が続きますがコロナによってこのようなテレワークが普及

したのも事実です。 

コロナ禍というピンチをチャンスに出来るような職場作りをしていきましょう。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．ロータリーレートの変更 

   2/1 より １ドル 130 円(現行132 円) 

２．例会変更 

   ○ 出雲中央RC   4/3(月) 花見例会(夜の例会) 

      ビジター受付   11：30 ～ 12：30  事務局 

３．休  会 

   ○ 出雲中央RC   3/13・4/10(月)  定款による 

      ビジター受付   な  し 

   ○ 大社RC      3/22・29(水)  定款による 

      ビジター受付   な  し 

４．熊平雅人様(東京RC)より「抜粋のつづり82」を頂きましたので配布致し

ます。 

５．第15 回全国RYLA 研究会札幌会議開催のご案内 

   ○日  時     5/20(土)   受付 12：30 ～ 

              5/21(日)    終了  12：00 

   ○会  場     札幌グランドホテル 

   ○登録料      20、000 円(懇親会費含む) 

   ○参加対象者    ガバナー、バストガバナー、ガバナーエレクト、 

ガバナーノミニー、危機管理委員長、青少年奉 

仕統括委員長、RYLA 委員長 等々・・・   

RYLA に関心のあるロータリアン 

        ご希望の方事務局まで 

■■■ 委員会報告 ■■■   

プログラム委員会 ： 3 月2 日例会プログラム、講師の方のご都合により 

中止となり、50 周年準備委員会に変更致します。 

社会奉仕委員会 ： 2/5(日)  9:30～12:30  「ＶｉＶＡ」において 

「くらし・生活無料相談会」開催致します。 

             担当、関係者の皆様の集合は 9 時と致します。 

出席親睦委員会 ： 2 月の会員誕生・伴侶誕生 祝い 

 



■■■ スマイル ■■■   

杉原・大島淳・持田稔 

（佐々木会員、遠藤会員、本日は年男のスピーチよろしくお願い

いたします。） 

松浦 （佐々木会員、遠藤会員本日のスピーチ楽しみにしております。） 

佐々木 （今年はじめて例会場に出席しました。7 週ぶりです。  

本日はスピーチさせていただきます。） 

 

■■■ 例会プログラム ■■■   

「年男の抱負」 

遠藤 寛 会員 

昭和50 年4 月10 日生まれで卯

年です。 

卯年と言えば「家内安全、飛躍、

向上」の年だと一般的に言われて

おりますので私自身の抱負として

はこの三つをミックスし略して「安

全飛行」を目指したいと思っており

ます。 

物事の始まりと終わりとも言われま

して 

時代をさかのぼって見ますと12年前の2011年には東日本大震災・地上波

デジタル放送への完全移行をしております。 

24 年前の 1999 年には i モードサービス開始・2000 年問題で PC・通信機

器などで大混乱に陥るのではと騒いだ記憶もございます。 

36年前の1987年には国鉄が民営化されJRグループが発足した年です。 

まさにという感じです。 

本年2023 年は十干十二支で言えば癸卯ミズノトウにあたる年で「これまで

の努力が花開き、実り始める」という縁起の良さを表す年になる様です。 

2022-2023 年度杉原会長の掲げられたスローガンの元、残り半年間が花

開き実りの大きい年になる事を祈念するとともに2023-2024年度清原会長

が平田ロータリークラブ50周年を迎えられるに当たり半世紀の長きに渡り多

くの先輩諸兄が脈々と築き上げてこられました平田RC の伝統・文化を存

分に躍動される事をご祈念申し上げまして私からの新年の抱負に代えさせ

て頂きたいと存じます。 

 

佐々木 哲也 会員 

1963（昭和38）年3 月4 日生まれ。

あと30日先に満60歳になります。出

生地は島根県邑智郡 旧 邑智町、

現 美郷町。廃線になった三江線

（当時は三江北線）沿線で、江の川

の下流域です。昭和 38 年は豪雪の

年と聞いています。 

地元の小学校を12歳のうさぎ年に卒

業し、中学校、大田高校を経て、島

根医科大学に入学。24 歳を迎えた

昭和62年は、大学を卒業し、国家試験を経て医師となり、島根医科大学

に勤務し始めました。 

36 歳、大学に勤務しながら、今は亡き父太田高芳の代診として週 1 回土

曜日勤務。40 歳で大学を退職し、41 歳で平田ロータリークラブに入会。 

12 年前の 48 歳時は、副ＳＡＡ・ＳＡＡを務めました。 

近年の状況変化として、昨年5月から出雲医師会の理事に就任しました。

平田で開業している医師が、開業した順番で理事を務める慣例に従い、

順番が回ってきました。救急医療を担当するよう命ぜられ、3 月17 日金曜

日午後には別途会議への出席を招集されています。 

「抱負」ではありませんが、目の前にある「課題」をお話しします。 

１） マイナンバーカードへの対応 

 医療機関はマイナンバーカードリーダーの設置義務化に対応する必要が

あり、4 月開始に向け機器を設置する予定です。 

 

２） 新型コロナウイルス感染症への対応 

 私の医院は待合室を含めた院内が狭く、発熱者等の空間的分離が難し

い状況です。また駐車スペースも限られ、交通量の多い道路に面していま

す。屋外で検査をおこなう動線確保も難しく、発熱外来をおこなえておりま

せん。 

 連休明けの5月8日（月）から、新型コロナの取り扱いを現在の2類相当

から 5 類に変更することが政府から発表されました。 

日々報告される感染者数は減少していますが、第 8 波では、死亡者数の

増加が顕著です。重症化率は明らかに低下したとはいえ、かなり感染しや

すくなっているようです。 

 3 年前2020 年当初の武漢型ウイルスでは、正確な値ではありませんが、

仮に100人感染して、死者2～3人とすると、死亡率は2～3％です。松江

市を除いた島根県が管理するデータによると、昨年 11 月初め時点で、累

積の感染者総数：約9万人、死者総数：99人ですので、死亡率：0.11％と

なります。 

一方、11・12・1 月の直近3 ヶ月間では、新規感染者数：約7 万人、死者

数：171 人で、死亡率は 0.24％と増加しています。島根県は高齢化率が

高いためか、感染を機に持病の悪化により命を落とす方が増えているようで

す。 

感染者の全数把握はおこなわれなくなりました。島根県では現在、医療機

関を受診して診断された場合、感染者数は保健所へ登録され把握できま

す。しかし、医療機関を受診せずに自己検査（のみ）で陽性を確認した方

は、陽性者登録センターに自己申請・登録しない限り感染者数にカウント

されません。 

現在主流の抗原定性検査はＰＣＲ検査に比べ正しく判定できる確率が低

いことが知られています。また自己検査では、手技やタイミングの問題により、

検出率がさらに低くなります。自己検査で「陰性」だった方の中には、ウイル

スを検出できない“偽陰性の”まま日常活動して、ウイルスを広めてしまう方

もあるのかもしれません。 

 感染症法の取り扱いが2類相当から5類に変わっても、その日をもって新

型コロナウイルスが季節性インフルエンザと同じになるわけではありません。

季節性インフルエンザは冬場に注意すればよい感染症ですが、新型コロナ

ウイルスは、波があるとはいえ、現在1年中です。医療機関では、5月8日

以降も、感染対策を緩めることはできないと思います。 

当院でも５月以降、発熱などのために受診を希望される方に、どのように

対応すべきか、どのように対応できるか、ウイルスの動向に注意しながら判

断しなければならないと思っています。 

 

３） ロータリークラブの活動 

 50 周年総務部会の部会長として、事前準備をしっかり整え、来年の 50

周年記念式典を成功裏に導くことが課題です。 

 


