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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
10 月 22 日 夜間例会
ホシザキグリーン財団
10 月 29 日
森 茂晃 様
ホシザキグリーン財団
11 月 5 日
中野 浩史 様
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数
欠席者数
36
31
5 (3)

演題
ホテルほり江 18:30〜
出雲平野の鳥
宍道湖・中海の魚介類

会長／ 高砂 明弘

副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造

会計／ 伊藤 義徳

地区大会の一連の行事の流れ、いきとどいた接待、すばらしい地
区大会でした。
メンバー、一人一人が任務を遂行されているのを感じました。
（ロータリーの友の中の一句 頭取も 受付する ロータリー）
地区大会の余韻を持って全員二次会へ。
Ｉ．Ｍの成功を誓い合い散会。 すばらしい２日間でした。
■■■ 幹事報告 ■■■

出席率
93.94%

前回補正出席率
88.24 %

１． ガバナー葛尾信弘様、地区大会実行委員長 湯原紀二様、地区代表
幹事 古満啓三様より、地区大会参加のお礼状をいただきました。
２． G 事務所より訃報のお知らせ

■■■ 欠席者 ■■■
園山／加藤昇 （石原恵／山根／杉原邦）
■■■ 来訪者 ■■■

パストガバナー米原正博様（享年 78 歳 鳥取 RC） 10／19 ご逝去。
葬儀は 10/20 近親者のみで執り行われました。
後日お別れの会が執り行われます。

中村 （出雲中央）・的場 （大田）

３． 園山繁会員の奥様より 「先週までのホテルでの例会ご利用、まことに

■■■ メークアップ ■■■
10/16 大島卓・黒田・持田 （出雲南）

ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します」 とのお礼状を頂
きました。

10/17 恒松・高砂・小村 （地区大会）
10/18 恒松・高砂・小村・原光・飯塚詔・石原輝・伊藤・釜屋・清原・
加藤昇・黒田・牧野・槇野・持田・大島治・大島卓・大谷・内田・
佐々木・杉原邦・杉原朋・田中久・田中浩・田中祥 （地区大会）
10/21 大谷・加藤喜・田中祥・遠藤 （大社）

■■■ スマイル ■■■
恒松 （地区大会多数の皆様のご出席ありがとうございました。 10/31・
11/1 サンレイクでインターアクト指導者講習会が開催されます。）
高砂 （先日は地区大会に多数参加していただきありがとうございました。

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

充実した 1 日でした。 本日からほり江様にお世話になります。

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（10 月 29 日） 釜屋治男／園

1 年 3 ヵ月、園山会員には大変お世話になりました。感謝申し上げ

（11 月 5 日）

裕／園山 繁

平野順一／杉原邦彦／田中久雄

■■■ 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 10/26 11/2
火 出雲ＲＣ
火 松江しんじ湖ＲＣ 10/27
水 大社ＲＣ 10/28
水 松江ＲＣ
木 松江東ＲＣ
金 出雲南 10/30(休)
■■■ 会長挨拶 ■■■

先日、日曜日は松江において２６９０地区大会が盛大に行われ
た。平田クラブもバスが満席になるほど多数の会員に出席していただ
きありがとうございました。
前日はガバナー補佐、会長、幹事会が行われ、講演に松江出身
で元 NHK アナウンサーの山本浩さんの日本のスポーツと外国のスポ
ーツの比較、また水泳の前畑選手のオリンピックでの放送を解説まじ
えてアナウンス。色々と興味をそそられる話で、おもしろく聞くことが出
来ました。
18 日本会議。講師に C.W.ニコル氏をお招きし、 人と自然との共
生 と題し森林の大切さを講演いただきました。
又、当日は松江の鼕行列の真っ只中。勇壮な行列の見学に参加
されたメンバーも多数あった様です。
地区大会と鼕行列、松江東ロータリークラブの粋な計らいで松江の
観光にも一役買った様に思います。

ます。）
大島卓 （例会場が変わりました。これもロータリーの一つの流れでしょうか。
少々複雑な気も致します。）
田中久 （平田一式飾り NHK 海外放送で、又国内 BS Hi ビジョンでも
紹介されました。 平田中学校で課外授業をつとめました。）
河原 （ケガのため地区大会に急な欠席をし大変すみませんでした。）
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

「夜間例会」

於） ホテルほり江

■■■ 地区大会 （10 月 17、18 日） ■■■

【 記念講演 】

国際ロータリー 第 2690 地区 地区大会
於） くにびきメッセ

Ｃ．Ｗ．ニコル 氏
演題 「人と自然との共生」

葛尾ガバナー

