
～ 平田ロータリークラブ 週報 ～  No. 1898 （平成25年 8 月  1 日）

2013-2014年度 

国際ロータリー会長／ ロンＤ・バートン 会長／ 飯塚 大幸    副会長／ 内田 節夫 

２６９０地区ガバナー／ 森本 信一 幹事／ 佐々木哲也    会 計／ 石原 輝男 

■平田ロータリークラブ 事務局 
〒691-0001 島根県出雲市平田町2280-1 平田商工会議所2F 

TEL : 0853-63-3232 / FAX : 63-5365 / IP : 050-5204-5816 

URL : http://hirata-rotary.jp/  Mail : office@hirata-rotary.jp 
 

 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■平田ロータリークラブ 事務局 
〒691-0001 島根県出雲市平田町2280-1 平田商工会議所2F 

TEL : 0853-63-3232 / FAX : 63-5365 / IP : 050-5204-5816 

URL : http://hirata-rotary.jp/  Mail : office@hirata-rotary.jp 
 

 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■    

例会日 卓話者 演題 

8月 1日 
第2690地区 ガバナー 

ガバナー 森本 信一 様 
ガバナー公式訪問例会 

8月 8日 割烹温泉 ゆらり18：30～ 納涼例会 

8月22日 
会員増強・維持委員長 

持 田 稔 樹 
会員増強・拡大月間に因んで 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率

42   33 9 (4) 86.84 % 87.18 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
石原俊／園山／加藤昇／園／小松 （山根／牧野／木村／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■  

森本信一ガバナー ・ 脇 利幸地区代表幹事 

■■■ メークアップ ■■■   

な  し 
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（8月 8日） 三好洋平／杉原朋之／田中久雄 

（8月 22日） 土江光二／田中浩史／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  8/12(休)  8/26  松江南   

火 出雲  8/13(休)  8/27 松江しんじ湖  8/13 8/27 

水 
大社  7/31 8/21 8/28 

     8/14(休) 
松江 8/14 8/28  

木  松江東  

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

「Ｇ公式訪問例会」 

本日は、国際ロータリー第2690地区ガバナー森本信一様（および地区代

表幹事の脇利幸様）をお迎えしての、大社クラブとの合同Ｇ公式訪問例

会です。 

本日は、朝 7 時に津山を出発、9 時に平田へ到着、10 時から平田の会

長幹事懇談会、11 時から大社の同懇談会、そして今日の例会後は、鳥

取クラブの夜間例会へというハードスケジュール。 

地区内67クラブ中、現在27クラブ訪問を消化されたそうです。 

ともあれ、森本Ｇのお人柄に触れるとともに、本年度ＲＩや地区の方針を

拝聴して、ロータリー活動をしっかり勉強させていただきたいと思います。 

平田クラブは、本年度40周年。明年の4月5日には記念式典です。 

講演講師には、陸前高田市のお寺の住職で、自らも被災したお堂を開

放して、被災者を受入れた古山敬光氏をお迎えします。 

記念事業のひとつは、被災地のランナーを一畑薬師マラソンにご招待した

いと調整中です。 

森本Ｇ様、大社クラブ様、また正式にご案内をいたしますが、よろしくお願

いします。 

8月10日は平田まつり。社会奉仕委員会の献血があります。どうぞ愛の

献血をよろしくお願いします。 

これもまた、ロータリーの「公共イメージの向上」という一面があります。 

ロータリーのＰＲ、それは市民の方々に存在を知っていただく、親しまれる、

将来の会員増強への布石という一面もあるかと思います。 

よき奉仕の活動を続け、ロータリーを楽しみ、ロータリーを人生に活かして

いただきたいと思います。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１． ロータリーレートの変更 

    8/1より １ドル １００円(現行９９円) 

４． 地区大会のご案内 

     先々週ご案内をいたしました。 

     明日8/2が締め切りとなっておりますので、本日再度のご案内をし 

     出欠表を回覧しておりますのでお願い致します。 

■■■ スマイル ■■■   

森本 信一ガバナーよりスマイルを頂きました。 

本日 森本信一ガバナー公式訪問例会により 全員スマイル  

ロータリーモメント発表 

《 大社RC 直前会長 手銭盛隆様 》 

その瞬間は突然だった。 

５月８日、少し慣れてきた会長挨拶でのことだった。 

１週間程度前の５月２日には大学時代に大変お世話にな

った長谷川正康名誉教授の葬儀に参列するため上京して

いた。式の最中は宗門が同じであった事もあってかなおさら

親しみが増し、かたじけなく、申し訳なく、さびしさが何とはな

しに感じられて泪がこぼれた。私が大学を辞する時、先生

は自ら著書の見開きに以下の文を書き入れて私に「ありがと

う」と言われた。 

手銭盛隆学兄殿 

短い期間でしたが私には１０年余のおつきあいに感じます。ありがとうございました。 

｢他ノ為ニ生ジテ己レノ為ニセズ、是即醫ノ本體ナリ、故ニ安逸、利益、歓娯、快

楽ヲ捐テ、己レノ健全性命ヲモ顧ズ。更ニ名誉ヲサエモ擲テ其最貴ノ目的ニ従事

スベシ。目的トハ何ゾ、他ノ性命健康ヲ救全スルノ一途ノミ。｣   

C.W.フーへランド「醫戒」ヨリ 杉田 卿訳 

この言葉を守って地方で活躍して下さい。 

                    昭和５５年３月３日 長谷川正康 

上記の中の“己レノ健全性命ヲモ顧ズ・・・”の行は、その時からずっと心のどこかに

住み続けていて時々思い出されていた。 

会長挨拶を続ける中で、ロータリー標語のService above self とHe most profits 

who serve bestについて話すときが来ていた。 

この謎の言葉「超我の奉仕」 このことを挨拶のテーマにした日が５月８日だった。 

この言葉を考えるとすぐに先生の“あの行”が思い出されてしまった。 

どの様に奉仕をするのか、ロータリーメンバーの奉仕に関する認識はどの程度まで

要求されるのかなどと思いめぐらせていた。 

キリスト起用がベースになっているこの感覚は、アメリカ映画などでは必ず自己犠牲、

自らの一死をもって完結していることが多くみられる。 

そんなシーンを思いうかべながら先生の本を手に壇上に立った。 

私のService above self を、あの行の引用でお話しをさせてもらいたいと思って本を

開いた。次の一瞬スイッチが入ってしまった。 

発しようとするが声にならない。ただただ涙声で進まない。大変失礼をしてしまった。



様々な感情がこみあげてきて言葉が続かない。 

ああロータリーのことを一年間ずっと考え続けていたのだ。本気になれていたのだと

思えて、その後はこの思いを大切にしたくなり続く言葉もなかったので発言を止めて

「失礼しました」と一礼して壇上からおりた。 

家族、先生方、ロータリーメンバー、そして今まで出会った人すべての皆様に支えら

れていることにあらためて気付いて感激していた。 

そして６月２３日リスボンの国際大会開会式、田中作次会長が「日の丸」を背にさ

れ、君が代が流れ皆で大声で斉唱した時間は勿論、大感激だったことは言うまで

もない。 

《 平田RC 持田稔樹 》 

昨年度は、社会奉仕委員長を拝命しました。当クラブ

では幹事をした２年後に来る委員長で、福祉支援や

献血・地域環境保全活動がメインの委員会です。 

昨年は新地区補助金を申請するという事で、年度が

始まる半年前から事業計画に入り、申請書作成に奮

闘いたしました。 

事業内容としては、当クラブが１９８８年から「地域貢

献活動」の一環として「桜の苗木の植樹」を実施して

おり、その継続の事業として、今回は植樹場所を「愛宕山公園」とし、今回は特に

『～地元の小中高校生とともに行う桜の植樹～』という設定で行いました。 

ここはかつて桜の名所でしたが、最近は花見をする人も減り寂しくなっていました。 

そこで地域住民で「愛宕山公園を美しくする会」も出来、清掃活動など実施されて

います。 また、すぐ近くには平田高校や小学校も有るので、自然環境や地球温

暖化の問題を、子供たちと一緒に我々メンバーが、考え行動することが必要だろう

と考えました。 個人的には、この年「ドイツの省エネ建築物と地場産業に繋がる森

造り」を見て来ました。 そのため、単に桜やクヌギの植樹ではなく、将来の地球環 

ドイツでは全ての建物が省エネを達成すれば、電力が半分になる計算ですが、残

念ながら２倍もあると言われる太陽光や風力発電の電力は蓄電ができず、まだま

だ問題も抱えています。 

ロータリーは「職業奉仕」と言われますが、地球環境問題を考えながら植樹が出来

た事を、私自身、本当よい勉強になり、良い思い出にもなりました。 

今後もこのような機会が有れば、率先して参加したいと思います。 

■■■ ガバナー公式訪問 平田RC、大社RC合同例会 ■■■ 

森本信一ガバナー講話 

 当地は始めてで２時間半かかりました。先程、地

区の考え方、計画をお聞きし素晴らしかったですし、

会員の増強がなされていることにとても感激いたし

ました。 本年度の RI テーマは「ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生を」です。本年度は地区テー

マを定めず、RIテーマをそのまま使用しみなさんでそ

の意図するところを考えてみたいと思います。 

＊RIのビジョン 

 「地域の人々の生活を改善したいという情熱を社

会に役立つ活動に注いでいる、献身的な人々の

世界的なネットワーク」ロータリーの本来像を的確に

捉えた表現だと思います。 

＊中核となる５つの価値観 

  「奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ」 

＊ロータリーモメント 

  「ロータリーと自分に係わる感動的体験」を広く紹介するよう推奨されていました

田中作次RI 前会長に引き続き「ロータリーモメント」を継承したいと思います。３分

（６００字）程度}のスピーチが最適です。 

＊会員増強とサクセスジャパン作戦 

  増強のキーワード「女性、同窓会、ロータリーファミリー」 

＊ロータリーの目的及び行動規範 

 従来の「ロータリーの綱領」の原文はそのままですが、より分かり易い言葉に改訳

され２０１３年７月から「ロータリーの目的」として効力を有します。また「ロータリーの

職業宣言」は２０１１年より「ロータリーの行動規範」として新たに改定されています。

ロータリーの基幹となる「目的」「行動規範」に照らしてロータリー活動を実行される

ことを望みます。ロータリー活動を皆さんと一緒に楽しんで１年間を過ごしたいと思

います。 

■バナー交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長、幹事懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区大会のご案内 

      脇利幸地区代表幹事  

    本会議 ： 平成２５年１０月６日 

    場  所 ： 津山総合体育館 


