
 

２０１９年７月１２日〈金〉第２例会  第２８１１回 

例会場：益田商工会議所２階会議室  事務局 TEL23-3392 FAX23-4069 

～～～～プログラム～～～～ 

◎開会の言葉              １２：３０                廣兼幹事 

◎点鐘                                     田上会長 

◎ロータリーソング〈それでこそロータリー〉 

◎ゲストスピーカー＆ビジター紹介                        田上会長 

◎食事案内《きりた》                             青木ＳＡＡ 

★ＭＹ箸をご利用の方は｢ＭＹ箸ＢＯＸ｣に割り箸をお返し下さい。次週ＭＹ箸率を発表します★ 

◎会長挨拶                                   田上会長 

 

◎スマイルボックス開凾   ２０１９年１月～６月分（６ヶ月）          円 

ヒント:前年度１月～６月分は２８６，０００円でした｡これより少々多いです!(^^)! 

◎スマイル報告                                青木ＳＡＡ 

 

◎幹事報告                                   廣兼幹事 

１．本日例会終了後、第２回〈７月〉理事会を行います。 

２．次週１９日(金)例会終了後、会員勧誘委員会を行います。 

３．次々週２６日(金)「移動例会 古民家ビーチハウスＲｅ：ｒｉｅ」です。出席確認を回覧し

ます。 

４．１７日(水)１６時～「ＩＡＣ例会」が行われます（於:明誠高校多目的室）。出席確認を回覧

します。 

５．２０日(土)･２１日(日)「インターアクト地区大会」開催（於:サンレイク）。２０日(土)の

エクスカーションに田原ＩＡＣ小委員長が出席されます。  

６．「菊池捷男地区ガバナーエレクト事務所開設のご案内」掲載しています。 

７．その他 

 

◎委員会報告                            クラブ管理運営委員会 

総 員 出 席 欠 席 長 欠 Ｍ Ｕ 出席率 

１９名 名  名  名  名  ％  

 

◎スピーチ              「所信表明」            各委員会委員長 

   

 

 

 

◎閉会点鐘               １３：３０               田上会長 

 

ＭＵ 7/7（地区ＩＡ委員会、ＩＡ委員長会議）田原会員 

創立Ｓ３６年 1 月２４日 THE ROTARYCLUB OF MASUDA 承認Ｓ３６年３月１６日 

会長 田上尚志 副会長 村木 繁 幹事 廣兼重孝 副幹事 久城恵治 会計 岩本 誠 ＳＡＡ 青木久仁子 



益田ロータリークラブ 前例会記録 <７月５日> 

◎ゲストスピーカー＆ビジター紹介                        田上会長 

益田西ロータリークラブ会長  佐々木 真孝（ささき しんこう）様【事務用機器販売】 

幹事  尾木 啓次（おぎ けいじ）様【飲食業】 

 

２０１９－２０２０学年度 米山記念奨学生  李 萌（り もう）さん （出身：中国） 

島根県立大学 博士課程 北東アジア超域専攻 （カウンセラー：矢冨会員） 

★米山記念奨学金 ７月分をお渡しします。 

 

◎７月慶祝報告   お誕生祝：市原会員、青木久仁子会員    ご結婚祝：なし 

 

◎ロータリー財団寄付 認証品贈呈                        田上会長 

  市原会員  恒久基金寄付１，０００ドル：ベネファクター認証状と記章(ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰｳｨﾝｸﾞ) 

 

◎会長挨拶                                   田上会長 

 皆様，こんにちは。２週間のご無沙汰でした。本日より２０１９－２０２０年度，令和時代の

最初のロータリー年度が始まりました。 

ところで皆様，「ロータリー年度」がなぜ７月１日に始まるかご存知でしょうか？ 

ロータリークラブは，１９０５年にシカゴの弁護士のポール・ハリスが最初のクラブを結成し

て始まりました。その後，１９１０年までに、少なくとも１５の新しいクラブが主要な都市で始

まりました。そして，１９１０年８月に，当時存在した１６のロータリークラブにより，シカゴ

で第１回国際大会が開催されました。ロータリーの最初の会計年度は，この第１回大会が終了し

た翌日，１９１０年８月１８日に始まりました。翌１９１１年度も同様に，国際大会の日程に合

わせ，８月２１日開始となっています。 

ところが，１９１２年８月，理事会が当時の国際ロータリークラブ連合会の会計監査を会計士

に依頼した際，クラブ幹事と会計が十分な時間をもって、大会に向けた財務報告を準備し、クラ

ブ代議員の数を決定できるよう、会計年度の最終日は６月３０日にするのがよいとの提案を会計

士から受けました。執行委員会はこれに同意し、１９１３年４月の会合で、６月３０日を会計年

度最終日と定め，その後，ロータリーの会計年度の終了日は６月３０日で固定されています。 

そして「ロータリー年度」という表現は、ロータリーの運営年度を示す用語として、１９１３

年から使用されているようです。同年７月の「ザ・ロータリアン」誌には、「終わりに近づきつ

つある本ロータリー年度は、クラブが容易に集結できるよう、充実したクラブ合同会合が行われ

た一年でした」と記されています。 

本年度，まだまだ未熟者ですが，私が益田ロータリークラブの会長を務めさせて頂きます。ま

だまだ知らないことも多いのですが，ちょっとした疑問も大切にしながら，皆様にご指導頂き，

皆様とともにロータリアンとして成長して行きたいと思います。 

 

◎幹事報告                                   廣兼幹事 

１．次週１２日(金)例会終了後、第２回〈７月〉理事会を行います。 

２．７日(日)「第１回地区インターアクト委員会」、「クラブインターアクト委員長会議」開催（於:

出雲）。田原ＩＡＣ小委員長が出席されます。 

３．７月のロータリーレートは、１ドル＝１０８円です（６月レート１ドル＝１１０円）。今年

度からロータリーレートの発表は毎月初めとなりました。 

４．配付物･･･『ロータリーの友』７月号（P36古瀨ガバナー掲載、P56ポリオ｢撲滅｣→｢根絶｣に

変更）、ガバナー月信 Vol.１（P11地区ホームページ URL訂正→[正] www.rid-2690.com）、 

ガバナー月信用ファイル  

５．その他 

 

◎スピーチ           「年度はじめにあたって」 

  田上会長・青木ＳＡＡ 

 

 

http://www.rid-2690.com）、


２０１９年７月５日 

新年度開始にあたり 

会長 田上 尚志 

  

皆様，改めましてこんにちは。２０１９－２０２０年度が始まりました。会長就任にあたり，改

めて自己紹介致します。平成２６年４月４日入会の田上尚志と申します。職業分類は弁護士です。 

 皆様のお手元にロータリーの友７月号があるかと思います。今年のＲＩ会長はマーク・ダニエ

ル・マローニーさんです。職業は弁護士で，１９５５年５月１４日に生まれ，１９８０年にアメリ

カ合衆国アラバマ州ジケーターロータリークラブに入会し，わずか５年で同クラブの会長となり，

その後地区ガバナー，ＲＩ理事，会長エイド，等を歴任されてきました。わずか５年でクラブ会長

に出世した弁護士ということで，何となく親近感があります。私の誕生日は５月１５日なので，少

しくらいかすっているかも知れません。 

 

今年のマーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長の国際ロータリーテーマは「ロータリーは世界を

つなぐ」です。このテーマについて，マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長は，今月号のロータ

リーの友の２０頁で，「ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士としてシカゴにやって来

たポール・ハリスがロータリーを創設した最大の理由，それは見知らぬ街でほかの人たちと「つな

がる」ことでした。それから１世紀以上が経った今，私たちの周りには，ポール・ハリスの時代に

は想像もできなかったような友情とネットワークを築くための方法が数多く存在します。それでも，

ロータリーにおける「つながり」は独特であり，ほかに類を見ません。」と述べています。 

 

私が入会して５年経ちました。まだまだロータリーについて知らないことが多く，会長エレクト

研修セミナー未経験なのに点鐘しようとしてみたり，会長エレクト研修セミナーで廣兼幹事の分と

して配られたネクタイとピンバッジまで，「会長になると２組もらえるんだ」と早とちりしてみた

りと，失敗もあるのですが，このマーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長の言葉は何となくよく分

かるような気がします。私は九州出身で，益田市は妻の出身地であるものの，私自身の幼なじみや

小中学校，高校の同級生がいるわけではありません。しかし，益田ロータリークラブに入会させて

頂いたことで，本当に素晴らしい方々と友人になることができました。 

現在の会員の皆様だけでなく，様々な理由でクラブを離れた方々もいらっしゃいました。家族の

方の世話や，高齢のために退会を決断された方，職業人として活躍されていた最中にお亡くなりに

なった方，私にとってはどの方も素晴らしい方だったと思います。この５年間の間に，ロータリー

の行事で様々な場所に足を運び，いろいろな経験をしました。それぞれに思い出があり，密度の濃

い日々でした。 

メイクアップや合同例会で知り合った西クラブの皆様もそれぞれに魅力的でした。今年の西クラ

ブの会長の佐々木真孝様は会長２回目であり，何かとご指導を賜りたく思います。また，あんじょ

うで開催される合同例会は料理も大変美味しく，いつもとても楽しみにしています。そのことでは，

尾木啓次様にはいつも心から感謝しております（なお，先日会長幹事会の帰りに申し上げましたが，

尾木様のお孫さんのうちの１人が将来益田ロータリークラブに入会して頂ければ，もっと感謝いた

します。）。 

職業も年齢も様々で，それでいて１人１人が魅力的な方々とすぐに打ち解けて友情を育める，ロ

ータリーにおける「つながり」は本当に独特であり，ほかに類を見ないと実感しています。この５

年間は，例会に出ることが楽しみであり，行事で他のクラブの方々と知り合えることもとても楽し

いことでした。今後は，もっとロータリーが楽しくなるよう，皆様と一緒に活動していきたいと思

います。 

 

 



次に，２６９０地区古瀨俱之ガバナーの地区スローガンです。「I'm a Rotarian!」です。毎日，

いつでも，何処にいても「私はロータリアン」であることを意識しましょう，と提唱され，「クラ

ブのサポートと強化」を始め６項目の地区重点目標を掲げられました。最重点目標が「クラブのサ

ポートと強化」で，重点目標として「奉仕活動」「公共イメージと認知度の向上」「ロータリー財団

と米山奨学会への支援」「ロータリーカードの普及」「２０２０年ロータリー国際大会への参加」で

す。 

そして，各目標の下に具体的な目標として，「クラブのサポートと強化」の下には，①会員増強

（会員が２９名以下のクラブ１名純増，３０名以上のクラブ２名純増，女性会員，４０歳未満の会

員の積極的増強，ローターアクターのロータリークラブへの入会），②戦略計画によるクラブの強

化，活性化を目指す，戦略計画作成クラブ２０クラブ），③ロータリー賞の受賞２０クラブ，④Ｍ

ｙ Ｒｏｔａｒｙ，クラブセントラル等の有効活用 登録クラブ，入力クラブ２０クラブ）が立て

られ，「奉仕活動」には，①インターアクト，ローターアクトがロータリークラブや地域社会とと

もに奉仕活動をする５つのプロジェクト，②地区補助金，グローバル補助金を利用した地元や海外

での効果的な活動，地区補助金利用４０クラブ，グローバル補助金利用２クラブ／５年）が立てら

れ，「公共イメージと認知度の向上」では，①地域社会に発信する「ロータリーデー」の開催，②

一般向けクラブホームページを作成，③「ポリオ撲滅」「世界を変える行動人」キャンペーンの推

進が立てられ，「ロータリー財団と米山奨学会への支援」として，①ロータリー財団への年次寄付

１５０ドル／人，ポリオプラスへの寄付３０ドル／人，ベネファクター２名／グループ，②米山奨

学会普通寄付５０００円／人，特別寄付１万円／人が立てられ，「ロータリーカードの普及」につ

いて取得率１５パーセント／クラブが立てられ，「２０２０年ロータリー国際大会参加」（６月６日

～１０日 ホノルル）に１０人以上／グループ）が立てられています。 

今年度は，益田ロータリークラブでも，これら重点目標の達成率を逐次確認しながら，可能な限

りこれら目標を実現していきたいと思います。 

 

さて，本年度の益田ロータリークラブのスローガンは「All Together Now」と致しました。これ

はスローガンであるとともに，私の会長としての会長宣言です。 

ビートルズファンの方ならご存知だと思いますが，「All Together Now」はビートルズの「イエ

ロー・サブマリン」の中の名曲の一つです。映画の「イエロー・サブマリン」では，最後の方で「All 

Together Now」が様々な言葉に訳されて字幕で出てくるのですが，日本語訳の字幕は「それでは，

皆さん，ご一緒に」です。会長エレクト研修セミナーに行き，そこで本年度の国際ロータリーテー

マが「ロータリーは世界をつなぐ（＝Rotary Connects the World）」であり，古瀨ガバナーのスロ

ーガンが「I'm a Rotarian!」であると聞いたとき，私はこれらに続く言葉として，今年の益田ロー

タリークラブのスローガンとして，「All Together Now」が一番ふさわしいと感じました。古瀬ガ

バナーは，「I'm a Rotarian!」でご自身がロータリアンであることを高らかに宣言し，第２６９０

地区のロータリアンに対して自らがロータリアンであることを自覚し，宣言することを求めたわけ

ですが，自らをロータリアンとして定義した上で，「All Together Now」（それでは，皆さん，ご一

緒に）とすることで，ロータリーは世界をつなぎますし，また，ロータリアンは世界でつながると

感じたのです。このスローガンは，色々と考えたわけではなく，インスピレーションとして出てき

たものです。これはまさしく私がインスピレーションになった瞬間だと思います。 

ところで，これから少し厳しい話をすることになりますが，私の本音を聞いておいて頂きたいと

思います。先ほど，私はこれまでのロータリーの５年間がいかに楽しいものであったか申し上げま

したが，実は本年度と来年度の村木年度は，益田ロータリークラブはかなり忙しい年になるかもし

れません。本年度は島根県インターアクト指導者講習会を明誠高校インターアクトクラブが担当し

ますし，村木年度には６０周年事業とインターシティ・ミーティングの２つの大きな事業が控えて

います。村木年度では右田会員が第５グループのガバナー補佐に就任されますので，随行幹事も選

出しなければなりません。これらの事業は村木年度が始まってから準備しても到底間に合いません

ので，本年度から準備する必要があります。 



とはいえ，先ほどの地区目標を達成することと，これらの事業を会員全員の協力でやりきること

で，私も皆様もクラブとしても大きく成長できると思いますし，他のクラブの会員の方々との出会

いを含め，様々な新しい出会いとつながりを実現できることになると思います。これまでより忙し

くなるかも知れませんが，その忙しさもまた，クラブの会員のつながりを，結束を強めてくれるも

のと確信しています。そして，忙しさの分だけ，きっと楽しみと喜びが増えます。多分増えると思

います。増えるんじゃないかな。ま，皆様，ちょっとは覚悟しておいて下さい。 

 

本年度の委員会の構成ですが，会員増強を図るために，会員増強委員会を強化しました。考え方

として，基本的に全員が会員増強委員会に属することになります。委員長は増野会員にお願いしま

すが，会員勧誘には，できる限り私も増野委員長や推薦者の会員と一緒に勧誘に出向きたいと思い

ます。目標は５名の純増で，できれば２５名を実現することです。難しい目標かも知れませんが，

私には実現可能な予感があります。新入会員の実現には「ご縁」が重要だと思います。私は５月１

５日生まれ，司法研修所の修習期は第５５期，家族は５人で，入会５年で会長になりました。益田

ロータリークラブは，５つのロータリークラブで構成される第５グループの所属です。そして本日

は７月５日です。私には何かと５に縁があります。すなわち，私にはご縁があるのです。今日はス

マイルを奮発して５０００円入れました。これだけ５に拘ったのですから，５×５＝２５名はきっ

と達成できるでしょう。もはや信じるしかありません。先ほど私の入会日は平成２６年４月４日と

申し上げましたが，平成２６年４月４日には「５」が一つもないことについては，この際，忘れて

下さい。 

 

クラブ広報は私が担当します。小委員会としてはホームページを私が担当し，松本会員，久城会

員には，ホームページに良さそうな情報の提供をお願い致します。 

 ロータリー情報小委員会は，市原会員，青木久仁子会員，大畑会員を選任致しました。市原会員，

青木久仁子会員，大畑会員には，持ち回りでロータリーの友の興味を引いた記事のご紹介をお願い

したいと思います。 

 クラブ管理運営委員会は，村木会員，岩本 誠，永瀬貴史，宮地幸浩会員にお願い致します。新

入会員は，ロータリーについて学ぶという趣旨でこの委員会に所属していただくことになっている

のですが，少しずつロータリーの仕組みに慣れて行き，心からロータリーを楽しんで頂けることを

期待致します。当面の目標としては，私たちが取り組んでいるポリオ根絶プロジェクトについて知

識を得ていただくことと，クラブ会長エレクト研修セミナーでネクタイとピンバッジが２個ずつ配

られますが，それは会長エレクトに２個プレゼントされるのではなく，１組は次期幹事のものであ

り，うっかりネクタイの袋を２本とも開封したり，ピンバッジを子どもにあげたりしないように気

をつけることをしっかり覚えて頂くことが肝要です。 

奉仕プロジェクト委員会は，永島会員を中心に，森本会員，田原会員，松本会員，廣兼会員，久

城会員，青木正美会員にお願い致します。本年度はインターアクト指導者講習会という重要な任務

がありますので，大変だとは思いますが，宜しくお願い致します。 

 ロータリー財団委員会は，矢冨会員と私とで担当させていただくことにしました。予算の関係も

ありますが，できるだけ早く，地区補助金事業の実施を実現したいと思います。 

  

 それでは，皆さん，ご一緒に「All Together Now」 

 

 

 

 

 

 

 



◎委員会報告                            クラブ管理運営委員会 

総 員 出 席 欠 席 長 欠 Ｍ Ｕ 出席率 

１９名 １４名 ２名 ０名 ３名 ８９．４７％ 

 

◎スマイル報告 

＊益田ロータリークラブの皆さん、いつもお世話になります。今年度も、宜しくお願い致します。

……佐々木真孝様（益田西ＲＣ会長） 

 

＊今年度 益田西の幹事をさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

……尾木啓次様（益田西ＲＣ幹事） 

 

＊①誕生祝いありがとうございました。健康に気をつけて一年頑張ります。②本日は益田西ＲＣ

佐々木会長、尾木幹事 ようこそ益田ＲＣへ。本日より田上年度 協力します。……市原会員 

 

＊①益田西ＲＣ 佐々木会長、尾木幹事、李萌様 ようこそ益田ＲＣへ。今日はよろしくお願い致

します。②誕生祝有難うございます。③１年間ＳＡＡとして頑張ります。皆様からの温かいご

支援よろしくお願い致します。……青木久仁子会員 

 

＊皆様、私の会長年度が始まりました。今年１年間、御指導宜しくお願い致します。佐々木様、

尾木様 ようこそいらっしゃいました。萌ちゃん、元気ですか？……田上会員（多額） 

 

＊新年度スタート 本年度もよろしくお願いします。益田西ロータリークラブ 佐々木会長、尾木

幹事 様、米山奨学生 李萌さん ようこそ益田ロータリークラブへ。……村木会員 

 

＊益田西ロータリークラブ 佐々木会長、尾木幹事 宜しく御願い致します。李萌さん、頑張って

下さい。……久城会員 

 

＊田上丸の船出をお祝いします。……田原会員（多額） 

 

＊①佐々木会長、尾木幹事 ようこそ。宮地君 入会ありがとうございます。田上会長 ガンバッ

て下さい。②連続欠席すみません。やっと総会シーズンが終わりました。……森本会員（多額） 

 

＊①益田西ロータリークラブ 佐々木会長、尾木幹事 ようこそ益田クラブへ。②もえちゃん い

らっしゃいませ。③田上年度の出発をお祝い致します。……佐々井会員 

 

＊益田西ロータリークラブ 佐々木会長、尾木幹事 ようこそお越し下さいました。本年度よろし

く。奨学生 李萌さん ようこそ。……右田会員 

 

＊益田西クラブ 佐々木様、尾木様 ようこそ益田クラブへ。李萌さん 久しぶりです。 

……矢冨会員 

 

＊佐々木会長、尾木幹事 ようこそ。今日はよろしくお願いします。……増野会員 

 

＊益田西ＲＣ 佐々木会長様、尾木幹事様、李萌様 本日はよろしくお願いします。……岩本会員 

 

＊①益田西ＲＣ 佐々木会長様、尾木幹事様 ようこそお越し下さいました。今後とも引き続き宜

しくお願い致します。②昨年度末は欠席が続きました。すみません。……大畑会員 
 

 

 


