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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 田中 久雄    副会長／ 原 孝士

幹事／ 飯塚 大幸    会計／ 黒田 昌弘

■■■例会プログラム 

例会 卓話者 演題 

6 月 19 日 
古代出雲歴史博物館 

  椋木 賢治 様 
「島根の社寺」 

6 月 26 日   休  会  

7 月 3 日 
次年度会長 原 孝士 

18：30 ～ 
新年度 会長方針 

7 月 10 日 各 委員長 クラブ協議会 「行動計画発表」 

■■■出席報告 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 
前回 

補正率 

44 35  19 (1) 81.40 % 88.10 % 

■■■欠席者 

荒木／園／三代／黒田／松浦／原光／園山／木佐 

（石原恵） 

■■■来訪者 

浅津 （出雲中央）、 槇野 （出雲南） 

■■■MU 

な し 

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

■■■次回例会受付当番 

（7 月 10 日） 内田節夫／牧野昭雄／槇野良文 

■■■近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう 

                           赤文字 例会変更 

月 松江南クラブ 6/30 水 大社クラブ 6/25 

月 出雲中央クラブ 6/23 木 松江東クラブ 6/26 

火 松江しんじ湖 6/24 7/22 金 出雲南クラブ 6/27 

火 出雲クラブ 6/24 6/30 (休)   

水 松江クラブ 6/25  （第 1・3 水） 平田 RAC 

■■■会長挨拶■■■ 

－ 最後の会長挨拶 － 

 今回で私の最後の挨拶である。毎週拙い内容であったがよくぞ聴いて

戴いた。イデオロギーに関する事は避けたつもりだった。それでこそロータリ

ーと位置付けて信条とした。又私自身の業は超零細企業で世界経済

性向や日本経済の世界的位置付けや底力、島根県、出雲市そして地

元平田のグランドデザインの会長挨拶は県及び市政の場が適当と理解

していた。それはロータリーの信条である四つのテストがそこにあると思う。 

 １年間の週報に記された会長挨拶を改めて読み返すと、齢７３の表現

内容で後期高齢者の入り口であり、犬の遠吠え的であった事は否めな

い。皆様の支えと協力により隠便な一年が終わった。有終の美には程遠

かったと思う。次年度平田ロータリークラブ創立３５周年を迎える。 

有難い限りである。私は国際奉仕委員長の任が自動的に来る。そろそ

ろ暇を見て身近な神社仏閣に足を運びたい心境になった。 

 原孝士会員の船出を祝いたい。 有難うございました。 

■■■幹事報告■■■ 

１．例会変更 

     松江東 RC  6/26(木) 最終夜間例会 

         ビジター受付 定刻定例会場にて 

■■■理事会決定事項■■■ 

松浦 誠 会員より退会届が提出され、受理いたしました。 

■■■委員会報告■■■ 

１．クラブ広報委員会 ： 「季節のたより」 を 配布 

２．（次年度） プログラム委員会 ： 7 月の例会予定の紹介 

３．（次年度） 社会奉仕委員会 ： 「平田まつり協賛 献血運動」 ポスター 

■■■スマイル■■■ 

浅津 (出雲中央) 久し振りに訪問しました。今後とも宜しくお願いします 

槇野 (出雲南)   初めて例会にお邪魔しまして 

原孝・加藤喜・内田・渡部・石原輝  

田中会長、飯塚幹事 1 年間ご苦労様でした。 

飯塚大・渡部・内田・常松  

出雲中央 浅津様、出雲南 槇野様ようこそいらっしゃいました 

田中久・大島卓・高砂・田中浩・持田  

日晃電設 槇野社長ようこそいらっしゃいました。 

大谷 田中会長・飯塚幹事さんご苦労様でした。大島 SAA、持田副

SAA さん 毎回ウィットに富んだ司会で楽しい例会でした。 

河原 田中会長、幹事様 又 SAAの大島様１年間ご苦労様でした。 

飯塚大 椋木様ようこそ。 スピーチを楽しみにしています。 

１年間至らない幹事でありましたが、皆様のお引き廻しにより、

無事に終わらせて頂きます。田中会長始め、特に理事の皆様

SAA 様、かつべさん、そして会員の皆様お世話になりありがとう

ございました。 

大島卓 ２年間にわたり SAA にご協力ありがとうございました。 

(その割にはスマイルがたまりませんでした。次年度はよろしく) 

持田 １年間、副 SAA のスマイルタイムにお付き合いいただきありがと

うございました。来年もよろしく。 

常松 古代出雲歴史博物館の椋木様ようこそいらっしゃいました。今

年度１０回シリーズで大変お世話になりありがとうございました。 

     ７／６のコンサート よろしくお願い致します。 

荒木 今日は仕事で欠席しますが、来期事業のお願いをさせて頂き

ます。７月は「愛の血液助け合い月間」だそうですが、平田まつ

り協賛献血運動を行いますので宜しくお願い致します。 

高砂 ㈱日晃電設設立３０周年おめでとうございます。益々地域のた

めに会社が発展されます様お祈りします。 

森山 色々と皆様にご迷惑をおかけいたし恐縮しております。 

内田 全日本 RC 親睦合唱祭 無事終わりました。 

槇野 当クラブ入会２６年目にして、ホームクラブ１００％出席を達成

致しました。 

石原輝 先日平田小学校 27 年卒の「古希を祝う同窓会」無事終わって 

 



■■■スピーチ■■■ 

「島根の社寺」 

古代出雲歴史博物館  学芸員     椋木 賢治 様 

 

 

 

 

■■■ 臨時総会 ■■■ 

 

 「例会会場の変更」および「会費変更」に関して、理事会で

の承認を基に、次年度幹事より提案され、質疑・応答の後、

了承されました。 

7月3日例会からの会場は、「ひらたメープルホテル」となります。 

 


