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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 29 日 ガバナー補佐 森山 勝 様 ガバナー補佐 訪問例会 

8 月 5 日 出席親睦委員会 
納涼例会 17：00 出発 

（宍道湖遊覧） 

8 月 12 日  休 会  

8 月 18 日 ガバナー 小林完治 様 
ガバナー公式訪問 

平田・大社合同例会 

■■■ 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 31 7 (3) 91.18 % 87.88 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

原光／木村／園山／飯塚大 （石原恵／山根／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

森山ガバナー補佐・池淵グループ幹事 

須山 （出雲南） 

■■■ メークアップ ■■■ 

7/23 田中浩 (出雲南) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（8 月 5 日）  黒田昌弘／釜屋治男／加藤喜久 

（8 月 18 日）  木村文彦／牧野昭雄／槇野良文 

■■■ 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 8/2 8/16 8/23 

火 出雲 8/10（休） 8/24 松江しんじ湖 8/17 

水 大社 8/4 8/11（休） 8/25 松江  

木  松江東 8/12（休） 8/19 

金 
出雲南 7/30（休） 8/13（休） 

8/20 8/27 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

先般、25 日は平田まつりの協賛で献血を社会奉仕委員会主催で多

数のメンバー共々ご協力いただきありがとうございます。 
 「千の風になって」の歌がありますが、生き残った者に多くの事を考えさせ

る良い詩であります。 
 ところが、葬儀の式場に伺った折、この歌が流れており「仏様に手を合わ

せに伺ったのに」・・・・・何故？と云う思いになりました。ある方が墓場はジ

ャスト・ポイントであると申されており、私もその思いを強く抱くようになってき

ております。 
 天武天皇が各家庭に仏舎を作るように命じてから仏壇、神棚を家庭に

まつるようになったと云われていますが、仏教で云う慈悲・利他の精神が形

成されていくものだと思います。 
 慈悲・利他の精神はロータリーの精神に通ずるものだと思います。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更  

    出雲中央 RC  8/23(月)  出雲５RC 合同例会 

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

２． 休  会 

    出雲中央 RC  8/16(月)  定款第６条により 

      ビジター受付 なし 

３． 会費の引き落し  8/5 ( 7・8・9 月分 諸経費と一緒に引き落し) 

４． 本日、地区大会(10/3)・G公式訪問合同例会(8/18)・5RC合同例

会(8/23) 出欠表をお回ししておりますのでご記入下さい。 

■■■ 新入会員 入会式 ■■■ 

桐原 善行 会員 S 39．2．5 生  

山陰合同銀行 平田支店 支店長 

職業分類 ： 商業銀行 

推薦者 ： 大谷 孝会員・園 裕会員 

所属委員会 ： 出席・親睦委員会 

 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

社会奉仕委員会 （田中浩委員長） ： 献血運動の報告 

■■■ スマイル ■■■ 

森山ガバナー補佐・池淵グループ幹事 （先般の表敬訪問に続き本

日は例会後のクラブ協議会のためお邪魔致しました。会長、幹

事さんはじめ各委員長さんからの報告を拝聴し、近隣クラブの活

動に活かせたらと思います。よろしくお願いします。） 

須山 （出雲南） （久しぶりにメーキャップさせて頂いて。） 

加藤昇 （森山ガバナー補佐、池淵グループ幹事ありがとうございます。

今日はご示唆に富んだご教示をいただけるものと思います。暑い

中益々お元気でご活躍下さいませ。 社会奉仕委員会の皆さ

んを中心に７月２５日の献血は大変ご苦労様でした。） 

持田 （森山ガバナー補佐、池淵グループ幹事様ようこそ。スピーチな

らびにクラブ協議会よろしくお願い致します。） 

田中久・槇野・大島治・内田 （森山ガバナー補佐、池淵グループ幹

事様のご来訪を歓迎して。 桐原様の入会を祝して。） 

高砂 （桐原様の入会をお祝いします。 田中委員長、平田まつりで

献血活動お疲れ様でした。） 

大島卓 （森山ガバナー補佐、池淵グループ幹事、暑い中ご苦労さま

でした。元気で頑張って下さい。） 

恒松 （森山ガバナー補佐、池淵グループ幹事様 公式訪問 ようこそ

おいで下さいました。ご指導よろしくお願いします。） 

園 （森山様、池淵様、須山様 ようこそ平田へいらっしゃいました。） 

大谷 （桐原支店長の入会を祝して。） 

伊藤 （心筋梗塞の治療のため長らく失礼しました。近代医業とタイミ

ングにより三途の川を見ずにすみました。スマイル致します。） 

福田 （今月２４日・２５日開催の松江市民レガッタ・ファミリーの部に

参加し、真夏の太陽と大橋川を吹く風に心地良い汗をかくことが

出来ました。） 



田中浩 （7/25 平田まつり協賛献血は申込み者 43 名、うち献血者 42

名の好結果で無事に終了しました。ご協力に感謝いたします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「ガバナー補佐訪問例会」 

2690 地区 第 4 グループ 

ガバナー補佐 森山 勝 様 

先般第2週目の8日にお邪魔をし、ご

あいさつ致しました森山でございます。本

日はこの例会終了後開催の「クラブ協

議会」に臨ませていただくこととなっていま

す。加藤会長・持田幹事様を始め、今年度クラブ運営に携わられます皆

様方、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 37年目をお迎えの平田ロータリークラブさんは、数々の立派な継続事業

を実践されています。歴史と伝統あるすばらしいクラブであると私共は認識

致しております。 

 さて、お手元に今年度の主な項目についての資料をお配りさせていただい

ております。それに基づいてお話しをさせていただきます。 

■■■ 平田まつり協賛 愛の献血運動 ■■■ 

申込者 ４３名。  うち、献血者 ４２名  （平成２２年７月２５日） 

 

 

 

 

 

 

 

 


