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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 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 

7 月 29 日 ガバナー補佐 森山  勝 様  

■■■ 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 % 78.79 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園山／木村／來間／黒田／大谷／槇野／田中浩 

（石原恵／山根／伊藤／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

7/12 大谷 （大社） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（7 月 22 日）  飯塚大幸／飯塚詔夫／ 

（7 月 29 日）  清原正幸／石原恵行／伊藤義徳 

■■■ 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  
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 8/17 

水 大社ＲＣ 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 7/30（休） 8/13（休） 

8/20 8/27 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

新聞に経済成長期の懐かしい逸話として、面白い話が掲載され

ていましたので皆さんに紹介致します。 
 戦後の洋酒ブーム中で、新入社員はトリス、若いころはレッドまた

はホワイト。 
中間管理職になったら角瓶またはオールドが飲めるようになり、部長

でリザーブ、役員でロイヤルとお酒の格も上がっていった様です。 
 私も昭和40年代初期に初めてレッドを口にしたのを覚えています。

何時かあんなお酒（高級酒）を飲みたいなと心したものです。 
 平成に入って銘柄と役職の関係も弱まって来ましたが、丁度その

頃年功序列、終身雇用が揺らぎ始めた時期でもあるようです。 
 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

出雲南ＲＣ  8/20(金)  早朝例会 

         8/27(金)  5RC 合同例会 （8/23） 

  ビジター受付 11：00～12：30 事務局  

松江しんじ湖 RC  8/17(火) 松江４RC 合同例会 （8/18） 

   ビジター受付 定刻定例会場 

２． 休  会 

出雲南ＲＣ  ７/30(金)・8/13(金) 定款第６条により 

  ビジター受付  なし 

３． ガバナー・エレクト事務所開設のご案内 

    7/1 より 倉吉商工会議所 ３F （倉吉市明治町 1037-11） 

４． 新入会員候補者の紹介 

   桐原善行様 S 39．2．5 (46 才) 

     山陰合同銀行 平田支店 支店長 

クラブ細則第 13 条第 5 節により、異議のある方は本日より 7 日以内に

書面をもってお申し出下さい。 

５．地区大会のご案内パンフレットの配布 

  後日出欠をとります。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

前年度 出席・親睦委員会 ： 優良出席者の表彰 

１００％出席者 （メークアップを含む） ： １８名 

 遠藤  栄， 河原 治子， 平野 順一，  

 飯塚 詔夫， 釜屋 治男， 加藤  昇，  

 加藤 喜久， 清原 正幸， 黒田 昌弘，  

 小村 益造， 大島 卓爾， 大谷  孝， 

 佐々木 哲也， 高砂 明弘， 田中 浩史，  

 田中 祥貴， 恒松 克己， 内田 節夫 

会員増強・退会防止委員会 （園委員長） ： 会員増強への協力依頼 

社会奉仕委員会 （小村副委員長） ： 平田まつり協賛 献血運動について 

ロータリー財団委員会 （恒松委員長） ： 本日の百万ドルの食事について 

■■■ スマイル ■■■ 

加藤昇 （高砂前会長の卓話・・・楽しみです。今日は高砂節でしょうか!? 

高砂理論でしょうか!?） 

園 （ご無沙汰いたしておりまして・・・。 これから頑張ります。又新入会

員獲得も頑張りますが、ご協力の程よろしくお願いします。） 

 

 

 

 

 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

会員スピーチ 「私の趣味」 

 高砂 明弘 会員 

 

 

 

 

 


