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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

 

■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

7 月 1 日 新年度会長 加藤 昇 新年度会長方針 18：30 ～ 

7 月 8 日 各委員長 今年度行動計画発表 

7 月 15 日 会員 高砂 明弘  

■■■ 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 

37 29 8 (4) 87.88 % 
6/10 91.18 % 

6/17 90.91% 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園／園山／木村／原孝 （石原恵／山根／伊藤／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

6/24 槇野 (出雲南)  小林 (出雲中央) 

7/1  岩成 (大社)  槇野 (出雲南)  藤川 (松江しんじ湖) 

■■■ メークアップ ■■■ 

な し 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（7 月 8 日）  内田節夫／杉原邦彦／田中久雄 

（7 月 15 日）  石原輝男／平野順一／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 7/12 松江南ＲＣ  

火 
出雲ＲＣ 7/20(休)  8/10（休） 

        8/24 
松江しんじ湖  

水 
大社ＲＣ 7/7 7/14 8/4 

 8/11（休） 8/25 
松江ＲＣ  

木  
松江東ＲＣ 7/29（休） 

8/12（休） 8/19 

金 出雲南ＲＣ   

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

－ 新年度 会長方針 － 

レイ・クリンギンスミスＲＩ会長の２０１０-２０１１年度のテーマは「地域を育み、

大陸をつなぐ」です。 

 ＷＨＯ（世界保健機構）では、健康の定義を４つ掲げています。１つに身体

的健康、１つにこころの健康、１つに社会的（家族・地域・職場）健康、１つに

スピリチュアル的健康。 

４つが揃って人は健康で

あると言えます。健康で

あるがゆえにロータリーが

掲げる４つの奉仕が出来

ると思います。 

 クラブの皆さん健康で

健康なクラブ運営を共に

すすんで行いましょう。 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

松江東ＲＣ  8/19(木) 夜間例会 

  ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

出雲ＲＣ  8/24(火) → 8/23(月)  5RC 合同例会  

  ビジター受付 11：00～12：30  ホテル武志山荘 

大社 RC  8/25(水) → 8/23(月)  5RC 合同例会  

  ビジター受付 11：00～12：30  事務局  

 

２． 休  会 

松江東ＲＣ  ７/29(木) 

8/12(木) 

  ビジター受付  な  し 

 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

１． 夜間例会個人負担金：￥2000 を参加者より徴収する。 

２． 田中 祥貴 支店長 転勤により退会届提出：受理 

３． 平田祭り協賛金￥20,000 了承 

４． 一畑マラソン 後援及び役員の委嘱を了承する。 

５． 今年度も例会の服装はフリースタイルにする。ただし、節度ある

服装とすること。 



■■■ 委員会報告 ■■■ 

職業奉仕委員会 （内田節夫委員長） ： 

今年度は毎月第一例会に職業宣言を行なう 

 

出席・親睦委員会 （杉原朋之委員長） ： 

7 月の会員誕生・夫人誕生・結婚記念のお祝い 

 

■■■ スマイル ■■■ 

加藤昇 （本年 1 年会長として全力で頑張ります。スタッフ共々宜しくお

願い致します。） 

持田 （新幹事です。一年間宜しくお願いします。） 

河原・原光・飯塚大・釜屋・加藤・黒田・槇野・小村・大島治・佐々木 

杉原邦・田中浩 （加藤昇会長、持田稔樹幹事の船出を祝して。） 

石原輝・大島卓・高砂・恒松・内田 （加藤会長、持田幹事 他 理事

役員の皆様 1 年間よろしくお願い致します。） 

遠藤・飯塚詔・大谷 （高砂直前会長様、小村直前幹事様一年間ご苦

労様でした。 加藤昇会長、持田稔樹幹事様のご活躍をお祈り致

します。） 

田中久 （高砂直前会長ご苦労さんでした。加藤丸の出帆を祝して。 

今年度は広報委員長ですがデジタルカメラの使い方、全く出来ませ

ん。佐々木会員に今日から手ほどきをお願いしております。）  

高砂 （佐々木先生 りっぱな「季節のたより」 ありがとうございました。） 

福田 （2010～2011 SAA を務めることになりました。宜しくお願い致しま

す。） 

 

 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

新年度初例会  － 懇親会 － 

 

 

 

 

 


