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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 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 私の趣味 

7 月 22 日 前・本年度会計 決算・予算 

■■■ 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 26 11 (4) 76.47 % ― % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園／園山／木村／内田／飯塚大／來間／堀江 

（石原恵／山根／伊藤／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

森山ガバナー補佐・池淵グループ幹事 

■■■ メークアップ ■■■ 

7/7 平野・大島卓・大谷 （大社） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（7 月 15 日）  石原輝男／平野順一／堀江卓男 

（7 月 22 日）  飯塚大幸／飯塚詔夫／ 

■■■ 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 7/19(休) 

8/2  8/16  8/23  

火 
出雲ＲＣ 7/20(休)  8/10（休） 

        8/24 
松江しんじ湖  

水 
大社ＲＣ 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 ■■■ 

６月３０日 宇美神社の輪くぐりさん（夏越しの大祓い）のお祭りに

始まり、 

７／１ せいしょこさん（法恩寺） 

７/１３ 袋町の橋北総荒神さん（今はなし）＝湯立ての火を町中の

カマドの火に用いたら火災はやむだろうとのコト 

７/１４ ばんじんさん（本妙寺）、寺町のお不動さん（見明院） 

７/１５ 水産会社のえびす祭り 

７/１９ 市場の権現さん（隠岐西ノ島町・焼火（タクヒ）神社の分祀 

７/２０・２１ 平田天満宮 

８/１ 西町の出雲大社の分祀、北本町のえびすさん 

と続く平田の夏祭りが民衆伝承として続いておりますが長く続いて

欲しいものです。 

 暑さが続きますが会員の皆さん各自思い思いに暑気払いをしてこ

の暑さを乗り切って頂きたいものです。 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

松江南ＲＣ  8/2(月)  早朝例会 

         8/16(月)  松江４RC 合同例会 （8/18） 

  ビジター受付 12：00～12：30 松江東急イン １F ロビー 

２． 休  会 

松江南ＲＣ  ７/19(月) 海の日 

  ビジター受付  なし 

松江南ＲＣ  8/23(月) 定款第 6 条により 

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 新役員ご挨拶 

    会長 黒田昭八様  幹事 槙野博巳様  会計 清原恵美子様 

４． 山陰合同銀行平田支店 

    支店長 桐原善行様 新任のご挨拶 

５．葛尾信弘ガバナー事務所 閉鎖のお知らせ 

6 月末日をもって閉鎖 

8 月末まで直前ガバナー事務所として執務 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

前年度 Ｉ Ｍ 実行委員会 （槇野委員長） ： Ｉ Ｍ の会計報告 

クラブ広報委員会 （田中久委員長） ： ロータリーの友 7 月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

森山ガバナー補佐・池淵グループ幹事 

（いよいよ新年度スタート致しました。加藤会長、持田幹事はじめ 

皆様のご活躍とご発展をお祈り致します。７/29 はクラブ協議会で 

お邪魔致します。1 年間どうぞよろしくお願い致します。） 

加藤昇・持田 （ＲＩ2690 地区第 4 グループ森山ガバナー補佐、池淵グル

ープ幹事 今日はようこそいらっしゃいました。1年間健康に留意され

ます様お祈り致します。） 

大島卓・大島治 （森山Ｇ補佐、池淵グループ幹事 1 年間ご苦労様で

す。） 

恒松 （森山Ｇ補佐、池淵グループ幹事様ようこそいらっしゃいました。一

年間健康に留意されご活躍下さい。 ＩＭ報告書が出来ました あ

りがとうございました。） 

槇野 （森山Ｇ補佐、池淵グループ幹事様の来訪を歓迎して。ＩＭ実行

委員会を解散致します ご協力に感謝申し上げます。） 

原孝 （初回の例会に欠席し、申し訳ありません。加藤丸の１年の無事

を祈っています。） 

佐々木 （所用のため早退します。福田ＳＡＡご迷惑をおかけします。） 

 

 

 

 

 

 

 



■■■ ガバナー補佐ご挨拶 ■■■ 

ガバナー補佐 ごあいさつ 

２６９０地区 第４グループ ガバナー補佐  森山 勝 様 

 

創立36年の歴史と伝統を持たれ、そして大島卓爾ＰＧ補佐、恒松克己Ｐ

Ｇ補佐、両先輩のおいでになります平田ＲＣ。 

本日は正に梅雨真っ盛りのうっとうしい空模様でございます。そんな折、何かと

あわただしい今年度、例会にお邪魔させていただき誠にありがとうございます。

この度、第４グループのガバナー補佐を拝命し担当致すことになりました出雲

中央ＲＣの森山勝でございます。池淵グループ幹事共々何卒よろしくお願い

申し上げます。 

出雲中央ＲＣは、本年創立２０周年を迎えます。私も創立以来のチャータ

ーメンバーで第8代目の会長を務め、今日までロータリー活動に専念して参り

ました。この間、すばらしいクラブの仲間や、スポンサークラブの諸先輩の方々

そして、近隣ロータリークラブの諸先輩の皆様方に支えられ、とても実りの多い

充実した20年であったと思い、改めまして感謝をいたしておる次第でございま

す。 

昨年9月より岡山で5回に亘ってのガバナー補佐研修会・ＰＥＴＳ・地区協

議会･Ｒ財団研修セミナーなどの研修を積んだところでございます。そして､改

めましてロータリー全般について勉強の機会を与えていただいたものと理解を

し､感謝致しております。 

2010～11年ＲＩ会長レイ･クリンギンスミス氏は、次のように述べておられます。 

ロータリーがロータリークラブの迎合体であると同時に奉仕の精神から成り

立っていることを忘れてはなりません。2010 年 7 月 1 日より施行の新たな

｢長期計画｣をされ、私達は「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」｢リーダーシ

ップ｣というロータリーの中核となる価値観（ロータリーの理念）を分かち合う

必要があります。ロータリーの神髄：本質を表す多くの語句・言葉を検討し

た結果、ロータリーの現在の与えられた任務を表し、私達の業績を強調す

るために、私達が得意とすること、すなわち、『地域を育み大陸をつなぐ』の

テーマを最終的に選び、今年度のテーマと致しました。社会奉仕と職業奉

仕を合わせるなら、地元の地域社会をよい住みやすく、働きやすい場所に

することができるでしょう。一方、国際奉仕は、国や大陸を異にする海外ク

ラブと協力し、世界理解、親睦、平和を広め、世界をより良い場所にする

ための機会を､私達に与えるものです。 

そして、ロータリーの第１標語であります『超我の奉仕』(最も奉仕するもの、最

も報われる）を改めて実践しようと呼びかけられました。 

２６９０地区 ： 小林完治ガバナー （岡山西南ＲＣ） 

地区テーマ ： 『すすんで参加しよう』 

この 1 年間、平田ロータリークラブの加藤会長・持田幹事様を始め、たくさ

んの会員の皆様方と地区ガバナーとの橋渡し役として努めて参る所存でござ

います。そしてまた、出会いと交流という貴重な体験ができますことを大いに楽

しみにしております。7 月 29 日には「クラブ協議会」に再度公式訪問致しま

す。 

ロータリー本来の親睦と奉仕の一段の前進と発展を目指し「ガバナー補

佐｣として微力ながら精一杯、お世話をさせていただきます。池渕俊雄グルー

プ幹事共々皆様方のご協力・ご支援の程何卒よろしくお願い申し上げまして、

ご挨拶といたします。 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

行動計画発表 

各 委員長  

 


