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ジョン・ケニー

A.M. 9:00 〜P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局

第 2690 地区ガバナー 葛尾 信弘
「ロータリーは地域と共に」

■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓話者
7月2日

会長 高砂 明弘

7月9日

各 委員長
ガバナー補佐
恒松 克己 様

7 月 16 日

■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数
欠席者数
37
32
5 (2)

会長／ 高砂 明弘

副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造

会計／ 伊藤 義徳

演題
新年度 会長方針
18：30 〜 ホテルほり江
クラブ協議会 行動計画発表

出席率
91.43 %

前回補正出席率
83.33 %

■■■ 欠席者 ■■■
堀江／園／園山 （石原恵／山根）
■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
6/22 大島卓 （出雲中央）
6/24 大島卓・田中祥・平野・黒田 （大社）

■■■ 幹事報告 （小村 幹事） ■■■
１．例会変更

6/24 園 （東京新都心)
6/26 大島卓・田中祥 （出雲南）

松江東ＲＣ

***************************************************
■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（7 月 16 日）

福田磨寿穂／佐々木哲也／園

２．休
裕

■■■ 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ＲＣ
月 松江南ＲＣ
火 出雲ＲＣ
火 松江しんじ湖ＲＣ
水 大社ＲＣ 7/8 7/22 7/29
水 松江ＲＣ
松江東ＲＣ 7/30（休）
木
8/13（休） 8/20
金 出雲南ＲＣ 7/31（休）
■■■ 会長挨拶 （高砂 会長） ■■■

− 新年度 会長方針 −
ジョン・ケニーＲＩ会長は『ロータリーの未来はあなたの手の中に』を
テーマに呼びかけています。
未曾有の不況、100 年に 1 度の世界大恐慌。
この平田においても萎えたネガティブな状況にあることは否めません。
この時期会長を引き受けるにはあまりにも大役でありますが、混沌と
した時にこそ迷うことなく フェローシップ の意味のもつ、会員同志、
「明るく 楽しく 元気で」を一年間の銘として、任に励みたいと思いま
す。

8/20（木） 4 クラブ合同例会

ビジター受付

定刻定例会場

会
松江東ＲＣ

7/30（木）・8/13（木） 定款により

ビジター受付

な し

３．直前ガバナー 鳥居滋様よりお知らせ
ガバナー事務所は 6 月末日をもって閉鎖。
8 月末日までは直前ガバナー事務所として執務。
４．ガバナー・エレクト 小林完治様より
ガバナー・エレクト事務所開設のご案内
７/1 より 岡山市北区 岡山県木材会館 2Ｆ
■■■ 理事会決定事項 ■■■
ＩＭ実行委員会組織の承認
■■■ 新会員 入会式 ■■■
杉原 朋之 会員 Ｓ 40．5．18 生
さつき祭典 代表取締役
職業分類 ： 葬祭業
推薦者 ： 飯塚 大幸 ・ 杉原 邦彦
所属委員会 ： 出席親睦委員会

清原 正幸 会員

Ｓ 42．1．20 生

フリーク 代表取締役
職業分類 ： 自動車販売
推薦者 ： 飯塚 大幸 ・ 槇野 良文
所属委員会 ： 出席親睦委員会

■■■ 委員会報告 ■■■
出席親睦委員会 ： 7 月の会員誕生・夫人誕生・結婚記念のお祝い

■■■ ご挨拶 ■■■

■■■ スマイル ■■■
高砂 （原前会長、田中前幹事１年間ご苦労様でした。 杉原様、清
原様の入会をお祝い致します。 本年度１年間重責を全うしたいと
思います。どうか宜しくお願い致します。）
恒松 （高砂会長、小村幹事さんのご活躍に期待します。 ガバナー補
佐が始まりました。ご協力宜しくお願い致します。）
槇野 （高砂丸の船出を祝し。 杉原・清原 両氏の入会を歓迎して。
本日は皆様にお礼申し上げます。）
原孝・石原輝・内田・飯塚大・持田 （高砂新会長・小村新幹事の船出
をお祝いして。 杉原朋之さん清原正幸さんの入会をお祝いして。
よろしくお願いします。）
杉原 邦・大島治 （原前会長・田中前幹事、１年間ご苦労様でした。
高砂会長・小村幹事のご活躍をお祈りします。 恒松Ｇ補佐、槇
野ＩＭ実行委員長のご就任をお祝い致します。 杉原・清原様の入
会を祝して。）
平野・田中祥 （杉原さん、清原さん入会おめでとうございます。）
大谷・遠藤 （原前会長、田中前幹事ご苦労様でした。 高砂会長、
小村幹事の門出を祝して。 恒松Ｇ補佐、槇野ＩＭ実行委員長の
ご活躍を祈って。）
田中久 （第 36 代高砂会長の初例会、新入会員 2 人を迎えておめでと
うございます。向かう 1 年間健闘を祈ります。お身体を大切に。）
大島卓 （初例会おめでとうございます。 会長・幹事さん、お元気で活躍
下さい。そして元気を分けて下さい。）
田中浩 （前年度は大変お世話になりました。高砂会長・小村幹事宜し
くお願い致します。杉原・清原様入会おめでとうございます。）
河原 （旧会長はじめ役員様ご苦労さまでした。 新会長高砂様 1 年間
頑張って下さい。）
佐々木 （高砂会長、小村幹事、恒松Ｇ補佐、槇野ＩＭ実行委員長、
宜しくお願いします。杉原会員・清原会員の入会を祝して。）
牧野 （原孝士前会長、田中浩史前会長 1 年間ご苦労様でした。 高
砂新会長・小村新幹事、1 年間宜しくお願いします。）
加藤昇 （原前会長・田中前幹事、大変ご苦労様でした。 高砂会長・
小村幹事、新しく船出され祝福いたします。 杉原、清原新会員さ
ん よろしく！）
黒田 （原前会長、田中前幹事ご苦労様でした。 清原様、杉原様の
入会を祝して。 21 年度は 100％目指します。）
伊藤 （高砂丸の船出をお祝いして、スマイルを致します。）
原光 （原前会長、田中前幹事ご苦労様でした。 高砂新会長・小村
新幹事の船出をお祝いして。 恒松Ｇ補佐、槇野ＩＭ実行委員長
のご活躍を祈って。 新入会員様の入会を祝して。 新ＳＡＡです。
よろしくお願いします。）
福田 （原前会長、田中前幹事ご苦労様でした。 高砂新会長・小村
新幹事の船出をお祝いして。 恒松Ｇ補佐、槇野ＩＭ実行委員長
のご活躍を祈って。 新入会員様の入会を祝して。 新副ＳＡＡで
す。よろしくお願いします。）

恒松 克己

槇野 良文

第４グループ ガバナー補佐

Ｉ Ｍ 実行委員長

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

初例会 懇親会

於） ホテルほり江

