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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
演題
11 月 19 日 R 財団委員長 河原 治子 財団月間に因んで
11 月 26 日 会員 佐々木 哲也
新型インフルエンザについて
12 月 3 日 ホテル ほり江 18：30〜 忘年例会

出席率
82.35%

前回補正出席率
94.12 %

■■■ 欠席者 ■■■
大島卓／飯塚大／園山／堀江／持田／原光 （石原恵／山根）
■■■ 来訪者 ■■■
林 （出雲南）

会計／ 伊藤 義徳

■■■ 幹事報告 ■■■
１． 例会変更
大社ＲＣ

12/9(水)

18：30〜 忘年家族会 於）ゆたか亭

出雲中央ＲＣ 12/14(月)

家族同伴例会

ビジター受付 11：30〜12：30 事務局
12/14（月） 18：30〜 夜間例会

ビジター受付 12：00〜12：30 松江東急イン １Ｆロビー
２． 休

会
大社ＲＣ

12/23(水)

祝日

12/30(水)

定款第 6 条により

ビジター受付
出雲中央ＲＣ

な し

22 年 1/4(月)

定款第 6 条により

22 年 1/11(月)

■■■ メークアップ ■■■

ビジター受付

11/18 平野 （大社）
***************************************************
■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（11 月 26 日） 杉原朋之／遠藤 栄／河原治子
清原正幸／原 孝士／堀江卓男

■■■ 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 11/30 12/14
22 年 1/4(休) 1/11(休)

月

火

出雲ＲＣ

火

水

大社ＲＣ 12/9
12/23(休) 12/30(休)

水
木

金

副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造

松江南ＲＣ

■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数
欠席者数
36
28
8 (2)

（12 月 3 日）

会長／ 高砂 明弘

松江南ＲＣ 12/14・28
22 年 1/4
松江しんじ湖ＲＣ 12/1
12/22
松江ＲＣ 12/16
12/23（休） 12/30
松江東ＲＣ

出雲南ＲＣ

■■■ 会長挨拶 ■■■

今年のプロ野球は読売ジャイアンツの優勝で終り、ジャイアンツファ
ンにとっては祝勝ムード。他球団ファンにとってはつまらない幕切となり
ました。それにしても西武ライオンズは見事、菊池選手を獲得。ライ
オンズは 10 年に一度の清原、松坂に続く、クジ運の強さを発揮しま
した。
そして菊池選手のインタビューで驚いたのは「感謝」「自分には実
力がない」「反省」という言葉。謙虚で素直な好青年という印象でし
た。あのゴルフの石川選手も同じです。18 歳の青年の言葉とは思え
ないほどしっかりしている。
さぞ両親のしつけが良かったのだろうと思う。両選手には初心を忘
れずにスーパースターになってほしいとエールを送ります。

松江南ＲＣ

祝日

な し

12/28(月)

定款第 6 条により

22 年 1/4(月)

〃

ビジター受付 12：00〜12：30 松江東急イン １Ｆロビー
３．平田ライオンズクラブさんより 45 周年祈念式典出席へのお礼状をいただ
きました。
クラブ細則第 5 条第 1 節により 12/17（木）年次総会を開催します。
よって、第 3 条第 1 条により、次年度役員、副会長（次々年度会長）、直前
会長を含む 7 名の理事の立候補ないし、推薦のある方は本日より 7 日間、
文書でもって受付致します。
■■■ 委員会報告 ■■■
出席・親睦委員会 ： 忘年例会のご案内
■■■ スマイル ■■■
林 （出雲南） （また例会にお邪魔させて頂きました。）
園 （林不動様 ようこそいらっしゃいました。）
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

「財団月間に因んで」
河原 治子 ロータリー財団委員長
ロータリー財団の４ツの目標
① ポリオを撲滅する
② よりよい世界を築こう
③ ロータリー財団の未来夢計画
④ 毎年、あなたも１００＄を！ １４０＄を！！
2017 年 ロータリー財団は創立 100 周年を迎えるにあたり
新たな奉仕の第二世紀に向け未来の夢計画を打ち出した。
それを パイロット計画 と呼ぶ
試験段階
三年間の期間を設け、新しい補助金制度をためし行う。
私共の 2690 地区もパイロット地区に選ばれた。

********************************************************
○ 今年度のポールハリスフェローに、平田ロータリークラブから 5 名の方が
寄附を受諾され、感謝します。
○ 財団貢献するロータリーカードの申し込みを
一人でも多くの会員に呼びかける。

委員会開催
会員増強・退会防止委員会
18 日、会員増強・退会防止委員会を酔心に於いて開催。
当日は新入会員の杉原、清原両会員にも出席していただき、新入
会員の発掘に両会員から意見を聞き、参考にした。
大谷委員長さん、今年も数名の新入会員の勧誘に意欲を燃やされ
た様子。

全会員の協力を お願いしま す 。 （ Ｔ）

熱燗の美味しい時期になり、ビールは程ほどに日本酒で盛り上がり
ました。

