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出席報告
会員数 108 名
出席数 68 名 欠席数 34 名
出席免除会員 6名 荒川(雄)君 杉原（弘）君

新納君 佐田山君（有） 宮本（守）君 髙橋君
出席率 67.62 ％
ビジター
メークアップ
会員11名（7/14奉仕プロジェクト合同委員会）
会員6名（7/14プログラム委員会）楠会員（7/14大阪帝
塚山RC）

今週のお祝
主・夫人誕生祝：2日 石部裕一君 3日 前田浩寿
君 8日 林 俊一君 9日 足立耕太郎君 14日
西村弥子君 16日 漆原輝之君 20日 永見吉平
君 22日 赤山俊寛君 25日 佐田山一成君 26日
足立 慶君 28日 舩田正一君 30日 面谷博紀君
スマイルBOX 82,000 円 （282,000 円）
出席100％祝：1年 安達君、河口君、木山君、松浦君、

【 素敵なロータリアンを目指そう、思いやりの心を持って 】

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
SERVE  TO  CHANGE  LIVES

会長挨拶
先週は、ゲリラ豪雨で、本当にこの鳥取県も随分

被害が起きておりました。また、そういう関係の方が
いらっしゃれば、心よりお見舞い申し上げます。
そして、本日、皆さんのお手元に、作文コンテスト

のご案内を配布させて頂きました。本年度は、『私の
志すところ』ということで、志ということをテーマに生
徒さんに作文を書いて頂こうと思い、こういうタイトル
にさして頂きました。
そして今日は、「思い込み」というお話をさせて頂き

ます。私は、思い込みが激しく、時には、それによっ
て電車等の出発時間を間違える事もありました。思
い込みによって随分失敗も経験しました。
以前、山根正子さんという方に当クラブでネパール

のお話について卓話をして頂きました。山根さんが、
この度、春の叙勲を受けられまして、そのお祝いの
会が、先週の土曜日にございました。山根さんは、
現在85歳になられますが、48歳の時に、大きなツテ
もある訳でもないながらネパールという国において

私財を注ぎ、医療活動や鍼灸学校建設等を行わ
れました。私は、山根さんの37年間の活動を知り見
て、ある意味、非常に思い込みの深い方ではない
かということを感じました。
思い込みも、私みたいな軽率な思い込みはいけ

ませんけれども、思い込みで、良いと思った事を深
く行動するというのは、とても素晴らしい事だと思い
ます。

幹事報告
（1）例会終了後 奉仕プロジェクト合同委員会開催
（2）今年度より会費口座引き落とし日変更

上期 7/25⇒ 8/10
（3）第19回米子市中学生作文コンテスト 後援承諾書

（（株）新日本海新聞社より）
（4）9/26クラブ米山記念奨学委員長研修会のご案内
（アークホテル岡山） 岩﨑地区ガバナー事務所より

（5）令和3年度青少年育成米子市民会議総会結果
資料等の送付（青少年育成米子市民会議より）

森田君、尾沢（裕）君、髙田（剛）君、内田君、山根
（文）君 2年 松本君、小椋（理）君、桶村君 3年
林君、長棟会長、米田君 4年 深井君、舩田君、
杉原（秀）君 5年 秦野君 6年 足立（耕）君、赤
山君、岩﨑（稔）君 7年 永見君、中村君 8年
永島（正）君、杉本君 9年 上森君 10年 石部君、
面谷君 12年 足立（博）君 15年 赤木君 18年
尾沢（三）君 23年 伊藤（慎）君 25年 岩崎（浩）
君、永島（清）君、西村（正）君、佐田山（有）君 28
年 井上（賢）君、木美君 32年 野坂（美）君 37
年 宮本（守）君46年 種田（進）君 主・夫人誕生
祝：足立（耕）君、赤山君、舩田君、林君、石部君、
永見君、面谷君 創立記念日祝：室君 理事就
任：尾沢（三）君 リーダー就任：安達君、秦野君、
古杉君、小椋（理）君 リーダー退任：古杉君
とりぎん鳥友会コンペでは岩﨑会員が優勝、舩田
会員がとりぎんリース提供のスーパーイーグル章
獲得と米子東RCの会員の皆様に盛り上げて頂き
ありがとうございました。：森田君



＜本日のプログラム＞

会員増強 ・維持委員会
松浦啓介氏 理事

本年度、会員増強維持委員会の担当
理事をさせて頂きます、松浦啓介と申し
ます。

昨年は会員増強維持リーダーとして、
ロータリーでのコロナ禍での増強というこ
とで活動させて頂きまして、改めてロータ
リーの本質というものは、やはりロータ
リーの目的に今、準じていくんだろうなと
いう風に思います。仲間を増やして、会
社を良くして、社会奉仕をして、ひいては
世界平和に貢献していくというようなこと
です。それとあと何よりも、ロータリーを
楽しむ、これが大切なのかなという風に
思います。ロータリーの楽しみを周りの
人に伝えていくことによって、周りの人も
ロータリーに対する理解であったり、興
味が湧くということでございますので、今
年の長棟会長の方針の通り、一人でも
多くの人にロータリーの素晴らしさを伝え
て頂きたいと改めて思います。
今年のロータリーの会員増強の目標が

純増3ということです。純増3を達成しよう
かと思いますと、大変な労力が要ります。
皆さんお一人お一人のご協力なしには
出来ません。毎年5名から6名退会するこ
とを考えれば、9名から10名増強しないと
いけないということでございますので、今
年1年皆さん方の多大なるご協力を頂き
たいという風に思います。
皆さんに案内させて頂いてると思いま

すが、7月20日までに一応情報提供頂く
ということになっております。現在でも6名
の情報提供を頂いております。今後はそ
の情報提供に基づいて、コロナ禍ではあ
りますが、コロナ禍らしい増強をしていき
たいと思いますので、1年間どうぞよろし
くお願いします。

クラブ管理運営委員会
桶村清子 理事

今年度、クラブ管理運営委員会担当理
事の桶村清子と申します。

クラブ管理運営は、1つがプログラム
委員会です。これは井上リーダーがきっ
と魅力的な、そして皆さんが楽しみに来
れるそういった例会作りを、委員会の、

皆様と一緒に考えあって、実行して
頂けるそういったリーダーシップのある
リーダーだなと思っておりますので、私
もお手伝いが出来るような形でさせて
頂けれと思っております。

また、出席委員会は諸遊リーダーが、
しっかりと皆さんを引っ張っていきなが
ら、出席率が向上する、100％を目指せ
る、そういった活動をして頂けるんでは
ないかと思い、陰ながら支えていきた
いと思っております。

また、親睦委員会の西澤リーダーで
す、親睦委員会っていうのはやはり自
分が楽しんで参加する、そして自分が
楽しむことによって、他の会員さんも楽
しんで頂ける、そういうような環境作り
をして、例会の中でも、「こんにちは」
「新人です」というような挨拶を、そうい
うような形で交流を深めていって、本当
にコミュニケーションがとれる、米子東
ロータリークラブって本当に素敵なロー
タリーだなって言って頂けるように、自
分自身も努力をしつつ、1年間、長棟会
長のお手伝いをさせて頂ければという
ふうに思っております。

本当に言葉足らずでございますし、
まだまだ修行が足りないところでござい
ますので、皆様には、是非お声がけ頂
いて、「こうしたらいいよ」「ああしたらい
いよ」ということをおっしゃって頂ければ
と思います。

1年間どうぞよろしくお願いを致しま
す。

奉仕プロジェクト委員会
塩谷眞司 理事

今年度奉仕プロジェクト委員会の委員
長理事を拝命致しました、塩谷眞司で
ございます。1年間よろしくお願い致しま
す。

5つの奉仕の委員会活動をさせて頂
くわけですけども、職業奉仕は伊藤
リーダー、社会奉仕は漆原リーダー、
新世代活動は秦野リーダー、インター
アクトは林リーダー、国際奉仕は古杉
リーダーという5人のリーダーを迎えて、
それぞれ継続事業もありますが、それ
以外に他の新規の事業が2つございま
して、ロータリー奉仕デーというのを

やって頂きたいということでございま
して、私は委員長と言いながら1人で
ございますので、なんとかこの5つの
合同委員会のメンバー総出で、この事
業を行っていきたいと思っております。
結構補助金も出るようですので、若干
の縛りがあるので中々大変なプロジェ
クトで、一から立ち上げるということで
ございます。
それともう一つ、国際奉仕から見て、

グローバル補助金という、これも地区
の補助金を活用した事業をやるため
に、3月までに補助金の申請のとこま
ででいいからやって欲しいという、この
2つが新規の課題を頂きまして、実際
にこのもしグローバルの事業をやると
なるのは、こちらにいらっしゃいます副
会長さんが来年の7月から会長となら
れた年度に実行するような形になる事
業でございます。
そういう2つの新しい事業を抱えなが

らやらして頂くという事で、今年はRIの
会長さんも奉仕にはかなり力を入れて
おられますので、私どもは奉仕プロ
ジェクトの委員会が本当に中心になっ
て、そして会長が、先週会長方針で
おっしゃたように、全員の参加でやれ
るような事業にしたいと思っております。
それとこの奉仕デーの場合は、1つ

のクラブではなくって、他のクラブ、2つ
以上のクラブで協力してやって欲しい
ということもございますので、今のとこ
ろ当クラブがメインの企画を考えてお
りますけども、出来れば、この第二グ
ループの米子なり境港なりを巻き込み
ながらロータリーメンバーにはご協力
頂けるような事業展開になるんではな
いかということで、ちょっと膨らまして考
えてるような事業でございます。
そういうことで、まだこれからの動き

となりますので、企画がこれからになり
ますので、少しまだ時間かかるかと思
います。この5つの奉仕プロジェクトの
委員会のメンバーだけでなくて、全員
がそういう事業が今年度あるので、全
員で協力していこうという風な気持ち
でご支援を頂きます様によろしくお願
い致します。
ありがとうございました。

「ロータリーの友 7月号」 紹介
雑誌委員会 室 敦文 リーダー

横書き P7 RI会長メッセージ
P8～9 DREAM WEAVER（夢を紡ぐ人）
P35 ガバナーの横顔 第2690地区

岩﨑陽一ガバナー（鳥取西RC）
P59 ロータリー財団管理委員長からのメッセージ

（よりよい世界のビジョンを持とう）
P59 2022年国際大会

（カウントダウン開始！）
縦書き この人訪ねて 齋藤幸一さん（宇都宮RC）

＜ 理事抱負 ＞
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