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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 原 孝士    副会長／ 高砂 明弘

幹事／ 田中 浩史   会計／ 大谷 孝 

■■■ 例会プログラム 

例会日 卓話者 演題 

7 月 17 日 三代 ガバナー補佐 ガバナー補佐 訪問例会 

7 月 24 日 会計 (前年・今年度) クラブ協議会 「決算・予算」 

7 月 31 日 
山陰中央新報社 

大田支局長 引野通生様 
「石見銀山」について 

■■■ 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 36  6 (1) 87.80 % 82.05 % 

■■■ 欠席者 

常松／加藤昇／園／吾郷／高砂 （石原恵） 

■■■ 来訪者 

三代和鑑 ガバナー補佐、永田 実 グループ幹事 （出雲南） 

■■■ MU 

な し  

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

■■■ 次回例会受付当番 

（7 月 31 日） 福田磨寿穂／大島 治／大島卓爾 

■■■ 近隣クラブ例会情報  （メークアップを考えましょう） 

   （出雲）                 （松江）  赤文字 例会変更 

月 出雲中央 8/18 (休) 8/25 月 松江南ＲＣ 8/11 8/18 

火 
出雲ＲＣ 7/22 (休)  8/5 

8/12 (休) 
火 松江しんじ湖ＲＣ 7/22 

水 
大社ＲＣ 7/23 7/30 

8/6 8/13 (休) 
水 松江ＲＣ  

  木 松江東 8/14 (休) 8/21 

金 出雲南ＲＣ    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

－ 会長の方針 ― その３ － 

ＲＩ 第２６９０地区 第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 三代和鑑のことば 

平田クラブのみなさん、こんにちは。本日は、ガバナー補佐として、永田幹

事と共におじゃましました。まず、今年度の行事について紹介します。平田ク

ラブのみなさんは、今から予定を組んで、全会員の出席を望みます。 

１．ガバナー公式訪問例会     8 月 7 日（木） ﾎﾃﾙほり江 

（大社クラブと合同） 

２．地区大会 （本会議と懇親会） 10 月 26 日（日） 岡山、桃太郎ｱﾘー ﾅ 

３．第４グループ合同例会      2 月 27 日（金） 出雲ロイヤルホテル 

４．ＩＭ                 3 月 29 日（日）  江津 

 ロータリークラブの会員として、楽しい、有意義な時間を持ち、会員同士が

仲良くなりクラブ奉仕の実績を上げるには、いろいろな工夫が必要です。  

以下、6 項目挙げました。 

１． 毎週の例会の持ち方 

席を指定して、会員の交流を図る。12 時より食事にする。 

２． 同好会を結成し、同じ趣味で交流をする。 

３． 例会スピーチの変化 

パスト会長の卓話、動を伴う講師、会員スピーチ等 

４． 家庭集会 （出来れば会員の家、職場が望ましい） 

５． 写真入りの会員名簿  （第４グループ５クラブ全体が望ましい） 

６． 会員のアンケートでいろいろなアイデアを探る。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１．例会変更 

  出雲ＲＣ 8/5（火） 移動例会 12：30～ 於） ウェルシティ島根 

ビジター受付 11：30～12：30 ホテル武志山荘 

  大社ＲＣ 8/6（水） → 8/7（木） ガバナー公式訪問例会  

12：30～ 於） ホテルほり江 

 ビジター受付 8/6（水） 11：30～12：30 事務局  

  出雲中央ＲＣ  8/25（月） フォーラム （夜の例会） 

       ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

  松江南ＲＣ 8/11（月） 早朝例会 7：00～ 

 於） NHK 松江放送局 

          8/18（月） → 8/20（水） 松江４クラブ合同例会 

       ビジター受付 12：00～12：30 東急イン １階 ロビー 

松江東ＲＣ 8/21（木） → 8/20（水） 松江４クラブ合同例会 

 ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

２．休  会 

 出雲ＲＣ  7/22（火） 8/12（火）      ビジター受付 なし 

 大社ＲＣ  8/13（水） 定款により     ビジター受付 なし 

 出雲中央ＲＣ 8/18（月） 定款により   ビジター受付 なし 

 松江東ＲＣ 8/14（木）  定款により   ビジター受付 なし 

■■■ 釜屋治男会員 入会式 ■■■ 

釜屋 治男 会員 

Ｓ 29．2．22 生 

釜屋司法書士事務所 所長 

職業分類 ： 司法書士 

推薦者 ： 原 孝士 ・ 槇野 良文 

所属委員会 ： 出席親睦委員会 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

前年度 出席親睦委員会 ： 優良出席会員の表彰 

ホームクラブ１００％出席者 

         ： ３名 

 槇野 良文  

 小村 益造  

 佐々木哲也  

  

１００％出席者 （メークアップを含む） ： １６名 

遠藤 栄、河原治子、平野順一、 

飯塚大幸、飯塚詔夫、加藤 昇、 

 加藤喜久、牧野昭雄、大島卓爾、 

 大谷 孝、高砂明弘、田中久雄、 

 田中浩史、山根章一 

 名原知漠、渡部直人  

 

クラブテーマ 「 環境 」  



堀江 卓男 会員 

 

第５子誕生のお祝い 
 

 

 

 

 

■■■ スマイル ■■■ 

三代ガバナー補佐・永田グループ幹事  スマイルを頂きました。 

原孝 ガバナー補佐三代和鑑様 幹事永田実様ご来訪ありがとうご

ざいます。今日のクラブ協議会、ご指導よろしくお願いします。

釜屋治男さんの入会を祝して。 

田中浩  三代ガバナー補佐、永田グループ幹事 平田クラブへおいでい

ただきありがとうございます。 

      堀江会員第５子誕生 おめでとうございます。 

大島卓・田中久・飯塚・大島治・大谷・大島治・森山 

三代ガバナー補佐、永田グループ幹事 ようこそ起こし下さい

ました。１年間ご苦労様です。よろしくお願いします。 

槇野・牧野  

釜屋氏の入会を喜んで。 

大島卓 出席率１４０％達成！ 蓄えて使えないのがメーキャップ。 

恒松 三代ガバナー補佐・永田幹事様ようこそいらっしゃいました。 

今日は１００万ドルの食事です。１年間に８回×５００円で 

４０００円の予定です。 

黒田 久し振りです。 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

三代 和鑑 カバナー補佐 公式訪問 

 

 

 

 

 


