
～ 平田ロータリークラブ 週報 ～  No. 1755 （平成 22年 6月 17日）

2009-2010 年度 

国際ロータリー会長   ジョン・ケニー 

第 2690 地区ガバナー  葛尾 信弘

「ロータリーは地域と共に」 

 

■平田ロータリークラブ 事務局 
〒691-0001 島根県出雲市平田町 2280-1 平田商工会議所 2F

Tel : 0853-63-3232 / Fax : 63-5365 / IP : 050-5204-5816 

URL : http://hirata-rotary.jp/  Mail : office@hirata-rotary.jp
 

A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 高砂 明弘    副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造    会計／ 伊藤 義徳

■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

6 月 17 日 高砂 明弘 会長 一年をふり返って 18：30 ～ 

6 月 24 日   休 会   

7 月 1 日 次年度会長 加藤 昇 新年度会長方針 18：30 ～ 

7 月 8 日 次年度各委員長 次年度行動計画発表 

■■■ 出席報告 ■■■ 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率 

38 28  10 (5) 84.85 % 90.91 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園山／田中祥／來間／園／木村  

（石原恵／山根／牧野／伊藤／田中久） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

本常・西本・水谷・伊藤 (出雲南)  野々村・門脇 (松江南) 

幡・三成 (松江しんじ湖)  的場 (大田) 

■■■ メークアップ ■■■ 

な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（7 月 1 日）  杉原朋之／遠藤 栄／河原治子 

（7 月 8 日）  大島卓爾／原 光栄／原 孝士 

■■■ 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 6/21 6/28（休） 

7/12 
月 松江南ＲＣ 6/28 

火 
出雲ＲＣ 6/29 7/20(休) 

8/11（休） 
火 松江しんじ湖ＲＣ 6/22 

水 
大社ＲＣ 6/23 6/30（休） 

7/7 7/14 8/4 8/11（休） 
水 松江ＲＣ 6/23 6/30 

  木 松江東ＲＣ 6/24 

金 出雲南ＲＣ 6/25   

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

「一年をふり返って」 

本年度の方針は会員同志のつながりを強くという意味で“フェローシップ”に

いたしました。 

①出席親睦委員会 ： 「手に手、輪に輪」の心で納涼会、忘年会と会員の

家族と一緒に楽しいひとときをすごすことが出来ました。 

②プログラム委員会 ： ゴビウス、宍道湖グリーンパークの職員に自然・環境

をテーマにスピーチしていただき自然に対する、勉強が出来ました。 

③会員増強退会防止委員会 ： 本年度はみなさんの努力で４名の方の入

会が出来ました。 

④クラブ広報委員会 ： 毎週の週報、季節のたよりの発行を尖兵とし会員

や市民に広報活動していただきました。 

⑤職業奉仕委員会 ： 職場訪問例会を新しくなった国富コミュニティーセン

ターで開催が出来ました。 

⑥社会奉仕委員会 ： 今年度もひらた祭りの献血運動、そして当初の計

画であったマイ箸運動が、２月より会員全員で実施出来ました。 

⑦国際奉仕委員会 ： ２月に国際交流員のロバート・バートン氏（アイルラ

ンド）を迎え、アイルランドの様子がよくわかりました。 

⑧ロータリー財団委員会 ： 本年も５名のポールハリス・フェロー、又河原委

員長にはメモリアル・コントリビューションに寄付していただきました。 

⑨会計 ： 会費 年額２０４０００円も値上げせず健全会計していただきまし

た。 

⑩SAA ： 会場監督で副SAAさんと連携され、スマイルも多く、スムーズです

ばらしい例会でした。 

本年度最大の事業、I M を槇野委員長さんのもと

開催いたしました。式典が行なわれ、記念講演で

は、地球の秘密のミュージカル、そして懇親会全出

席者に満足していただいた勉強会でした。 

又、本年度は恒松会員にはガバナー補佐としての

大役を務めていただき、内田会員には随行幹事と

して恒松会員の補佐をしていただきました。 

皆様のおかげで１年間大役が果たせました。ありが

とうございました。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

大社ＲＣ ７/7（水） 18：30～ 夜間例会  於) ますや旅館 

       7/14(水)  6：30～ 早朝例会 （稲佐の浜清掃奉仕) 

       8/4(水)  18：30～ 家族会   於) 西亀荘 

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

    出雲中央ＲＣ  7/12(月) G 公式訪問例会  

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

２． 休  会 

    大社ＲＣ  8/11(水) 定款により 

      ビジター受付  な し 

    出雲ＲＣ  7/20(火)・8/10(火)  定款により 

      ビジター受付  な し 

３． 出雲ＲＣ主催 特別後援会のご案内 

     「EM 生活の実践でめざす環境にやさしい社会づくり」 

     6/25(金) 14：00～15：30 ラピタ ウェディングパレス  無料 

    どうぞお出かけ下さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

クラブ広報委員会 （堀江委員） ： ロータリーの友 6 月号の紹介 

クラブ広報委員会 ： 広報誌 「季節のたより」 発刊について 

■■■ スマイル ■■■ 

高砂 （一年間皆様のお陰で大役を終えることが出来ました。感謝申し

上げます。） 

小村 （一年間皆様のお陰であっと言う間に過ぎました。おそまつでござい

ました。） 

大島治・原孝・石原輝・河原・杉原・加藤昇 （高砂会長、小村幹事様 

ご苦労様でございました。すばらしい一年でした。） 

 



槇野 （高砂会長、小村幹事様始め、理事・役員の皆様 一年間お世

話になりました。又お疲れ様でした。） 

恒松 （G 補佐の役目が一年間無事に

終わりました。ありがとうございまし

た。） 

内田 （恒松 G 補佐様、高砂会長様、

小村幹事様、この一年ありがとうご

ざいました。） 

大島卓 （高砂会長外役員の皆さん 立派な一年でした。ご苦労さまで

した。） 

大谷 （高砂会長、小村幹事、各役員の皆様この一年ご苦労様でした。 

恒松ガバナー補佐、内田グループ幹事大役ご苦労様でした。） 

原光 （一年間のご協力ありがとうございました。） 

飯塚大 （恒松 G 補佐大変お疲れ様でした。 高砂会長様、小村幹事

様 愈々最後の例会となりました。一年間本当にお疲れ様でした。

楽しい会長挨拶ありがとうございました。） 

田中浩 （高砂会長、小村幹事一年間ご苦労様でした。 「はやぶさ」の

帰還は感動的でした。次が事業仕分けされないように。） 

佐々木 （高砂会長、小村幹事 一年間ご苦労様でした。 広報誌「季

節のたより」の発行がほぼ整いました。） 

持田 （高砂会長、小村幹事様一年間ご苦労様でした。次年度もよろ

しくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

最終夜間例会   － 懇親会 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


