第2531回

(2022.7.20（水）晴れ

NO.1911)

【 未来を創造し、ロータリーの楽しさを共に活動し、体感しよう！ 】
●創 立／1968年4月24日 ●事務所／米子市西福原1-1-55 スマイルホテル米子 ℡(0859)32-5531
●例会日／水曜日12:30～13:30 ●例会場／ＡＮＡクラウンプラザホテル米子
米子市久米町53-2 ℡(0859)36-1111
●会 長／上森 英史 ●幹 事／岩﨑 稔 ●会 報／岡 宏徳

出席報告
会員数 107名
出席数 64 名 欠席数 37名
出席免除会員 6名 荒川(雄)君
新納君
髙橋君
出席率 65.09 ％
ビジター
メークアップ
会員
会員
会員

出席100％祝 ：
1年 細田君、井上（雄）君、野坂（裕）君、室君
2年 内田君、長谷川君
3年 小椋君
6年 秦野君
7年 塩谷君、足立（耕）君
9年 永島（正）君
14年 今出、宮永君
19年 尾沢(三）君
29年 木美君
38年 杉原（弘）君

杉原（弘）君
宮本（守）君
小谷君

2名 （7/25 米子南RC）
6名 （7/13 新世代活動委員会）
9名 （7/27 会員増強・維持、R情報合同委員会）

今週のお祝
結婚記念祝 ：

・中田経済産業局長表彰受賞を受けました。 ： 永見君
・第40回全日本トライアスロン皆生大会
59才から2557日目（7年間）のゴール
やっと10回目のゴールです。
応援ありがとうございました。： 上森会長

19日 小谷維夫 君

スマイルBOX
51,000 円
（303,000 円）
創立記念祝
： 室君
主・夫人誕生祝 ： 足立（耕）君
理事退任
： 木美君
リーダー退任 ： 秦野君、小椋君
理事就任
： 足立（耕）君、秦野君

全日本トライアスロン皆生大会2022
完走 ‼ おめでとうございます！

【 会 長 挨 拶 】

《 幹 事 報 告 》

今日は個人的なことを少しお話し
しようと思います。先日、第40回全
日本ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ皆生大会が行われました。47歳から挑戦していま
すが、10回目の完走がなかなかできませんでした。この7年間は
完走する夢を見て過ごしてきました。そして今年は完走できまし
た!大会19日前にﾛｰﾀﾘｰ野球で太ももの肉離れを起こしてしまい、
全治6週間という診断結果でした。医大で診断を受けましたが、
幸いにしてｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰというのが今年の4月に出来まし
た。そこで高気圧酸素治療というのを5回受けました。全国ではこ
こにしかないという高気圧酸素治療をしていただきました。3週間
はほとんど練習ができませんでしたが、大会前日に先生から出
場OKが出ました。自己判断で出場を決めました。杉原会員がｽ
ﾀｰﾄ直前に応援しに来てくれました。これは最後まで頑張らないと
いけないという気持ちになりました。ﾃﾚﾋﾞの取材も受けました。沢
山の人に声をかけて頂きました。感謝しております。今後はｲﾏｼﾞ
ﾝﾛｰﾀﾘｰで1年後を創造出来るように皆さんと共に盛り上げていき
たいと思います。ｺﾛﾅ禍ではありますが、きちっとした対策をやっ
ていけば、こういう会議では感染しないという見解も多く出ていま
すので、安心して出席して頂きたいと思います。親睦委員会をは
じめとして、対策を考えながら、しっかりと皆さんに楽しんで頂け
る場を設けたいと思っております。よろしくお願いします。

（1） 2022-23年度 地区補助金プロジェクト
7月12日に承認されました。
（米子市中学生作文コンテスト）
（2） 第45回インターアクト地区大会のご案内
7/30～7/31 ニューウェルシティ出雲にて開催
… 林地区インターアクト委員
室インターアクト委員会リーダー
米子松蔭高等学校 生徒4名 先生2名 参加予定
（3） 8/21 2022-23年度地区公共イメージセミナー
津山鶴山ホテルにて開催
… 岩崎浩ガバナー補佐
杉原秀一郎クラブ広報委員長 出席予定
（4） R財団個人寄付金のお知らせ配布
（5） 8/3(水) 例会終了後、臨時総会開催
（6）第37回第2グループ親睦ゴルフ大会のご案内
9/23大山平原ゴルフクラブ … 境港RCホスト
（7）第17回グレン＆千杯ロータリー選抜野球大会
ご回答締切 8/3（水）
地区大会 ご回答締切 8/3（水）
（8） 他クラブの例会変更等は掲示板をご確認下さい。
当クラブ 7/27（水） 休会

イマジン
Imagine

ロータリー
Rotary

＜本日のプログラム＞

「理 事 抱 負」

秦野啓一 奉仕プロジェクト理事

本年度、奉仕プロジェクト理事を仰せつかっております秦野で
ございます。前回の理事の経験を踏まえて頑張 っていきたい
と思っております。 私の担当する委員会は5つあります。それ
ぞれの委員会の事業が滞 りなくできるように理事会でお話し
しようと 思っております。 理事としての抱負は、入会してから
今までやってきたことを十分に活かしたいと思っております。
上森会長、岩﨑幹事の下、しっかりイマジンロータリーができ
ますよう に 頑張っていきたいと思っておりますので、 ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

岩崎 浩 無任所理事

北沢 薫 会場監督

会場監督の北沢です。会場監督は正副含めて4回目になり
ます。今までの方がどういう風に方針を立てていらっしゃった
のか、ちょっと参考にしようと思って見てみました。 永島会場
監督は品位と秩序を保ちながら和やかな楽しい雰囲気の中
で 会員相互の親睦を深めるようにとありました。尾沢会場監
督は方針通りけじめのある楽しい例会 だったと思っておりま
す。私も尾沢さんみたいにけじめのある仕切り、永島さんの
ように上品な会にしようと思っていましたが、 最初から失敗
だらけで散々な幕開けとなりました。上森会長は楽しく例会
をやりたいそうです。楽しい例会になりますように頑張りたい
と思います。1年間どうぞよろしくお願いいたします。

足立耕太郎 会員増強・維持理事

上森会長から理事を仰せつかりました。ロータリーには「はい」と
「イエス」 しかありませんので快くOK とさせて頂きました。 上森
会長はお父さんの頃から長いお付き合いをさせて頂 いておりま
す。私は1996年に入会しました。 ロータリーのノウハウというの
をしっかりと 教えて頂 きました。2016年に私が会長の時に上森
君が幹事を引き受けてくださいました。その当時は スマイルホテ
ルからここに変わった時期でありました。 理事抱負としては、理
事会の潤滑油としての立場でいれたらいいなと思っております。
上森会長を全面的にバックアップして、スムーズな運営ができる
ように頑張 りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。

野坂美仁 無任所理事

今年度、無任所理事で理事会に出ることになりました。
会長をした時点でロータリー終わりみたいなイメージでいました
が、それじゃいけんぞと上森さんから理事の要請がありました。
今はコロナのことがありますので今日の例会はどうしようとか
色々なご相談を受けています。コロナの感染者が増えてきて、
正しくコロナを理解しながらやっていくかというアドバイスができ
ればいいのかなと思っています。 実際に先週も今週も例会を
やめようかという話もあったのですが、スクール形式でマスクを
して、 この中に感染者がいなければ問題はない様に思います。
今はナーバスになりすぎている状況があるかなと思っています。
今のコロナはかかっても症状は軽いのが多く予想では夏休み
になると感染が治まるのではないかなというイメージで楽観的
に思っています。本当に一番恐れないといけないのは鳥インフ
ルエンザです。あれこそ本当に怖い。かかったらみんな死ぬよ
と言われています。日本のコロナでの死者は本当に少ないで
す。他の国と比べても日本はすごく頑張ってコロナ対策治療し
ています。胸を張っていいと思います。コロナの解説をして挨
拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

7年前から100％を目指しておりましたけれども、ご報告と
お礼とお詫びがございます。報告ですが健康診断で引っ
かかり、鳥取大学医学部 に入院していて、今朝10時半に
退院してきました。今後半年間は皆さんの顔が見られない
と思い今日は何としてでも出席したいと思っていました。
お礼を言いたいのは、この健康診断を受けたきっかけに
ついてです。会員増強の最後の委員会があり、その時に
自分の健康は自分で守ることが重要だという会話をしてい
ました。 私は酒屋ですが酒は飲まないし、タバコも吸いま
せん。 運動もしています。 ストレスは溜めないタイプです。
コロナということで昨年の健康診断はパスしました。 今年
もコロナが心配だったので先延ばしにしていましたが、 そ
の時の話が心に響きすぐに申し込みました。 予約で一杯
でしたがキャンセルが出たという連絡があり受診しました。
そこで病気が見つかったわけです。 40年前の白い巨塔と
20年前の白い巨塔をもう一度見ました。 40年前と20年前
の20年間で医療は随分進化しています。 今はもっと進化
しています。中国地方で最先端のロボットでのオペが一番
進んでいるのは鳥大だと聞きました。 米子の宝だと思って
います。 鳥取大学医学部の担当医が大阪国際 がんセン
ターで 8年間勉強されていたのも決め手となってお世話に
なっています。2週間入院しましたが、本当に気を遣って頂
いて頭が下がる思いです。鳥大の医療従事者の皆様に感
謝しております。家族、友人、仲間と知り合えたおかげで、
なんとか前向きに乗り越えていけると思っています。
皆さんとお会いできるのは多分来年になると思います。
皆さんのお顔を見させて頂き、理事抱負とさせて頂きます。
ありがとうございました。

【次 回 プ ロ グ ラ ム】
8/3 「ロータリーの友」 紹介
「私の職業」

雑誌委員会
小林由紀会員

