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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 

1 月 6 日 ホテルほり江 18：30～ 新年例会 

1 月 13 日 
松江地方法務局 出雲支局 

総務課長  早 戸 正 紀 様 
人権の話 

1 月 20 日 園 裕会員・佐々木哲也会員 年男の抱負 

■■■ 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 32 6 (3) 91.43 % 
12/ 9  97.14 % 

12/16 94.29 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園山／平野／木村 （石原恵／山根／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

布野（出雲） 岩成（大社）  

■■■ メークアップ ■■■ 

12/20 清原・大島卓・黒田・河原 (出雲中央) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（1 月 13 日）  杉原朋之／田中浩史／恒松克己 

（1 月 20 日）  大島卓爾／内田節夫／山根章一 

■■■ 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 1/10(休) 1/24 

火 出雲  松江しんじ湖  

水 大社 1/12  松江 1/26 

木  松江東  

金 出雲南 1/28  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

 皆さん新年明けましておめでとうございます。健やかに新しい年を迎えら

れましたことお喜び申し上げます。 
 昨年は皆さんに支えられ半年会長として送りましたが、折り返し点にか

かった今、引き続き今年も宜しくお願い致します。 
 社会奉仕委員会の尽力で歳末助け合い募金で皆さんに浄財をご寄付

戴きましたが、暮れに「万田の郷」、「るんびにぃ苑」にお届けに上りました。

皆さんに宜しくお伝え下さいとの事です。 
 辞去する時に、外は大雨でしたが態態職員の方が傘をかざして車の処

まで送って頂きました。 
 「おもてなしの心」と一口で申しますが、送って頂いた私にとりましては大

変恐縮に感じました。 
 一年の最後にこうした場面にめぐり合えた事に感謝をするとともに自分の

日頃の所作を含めて一年を振り返って考えさせられました。 
 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． ロータリーレート変更  1/1 より 1 ドル 84 円 （現行 82 円） 

２． 例会変更 

   〇 出雲南ＲＣ 1/28（金） 18：30～ 新春家族会 

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

３． 会費の引き落し １/7（金） 51,000 円（1.2.3 月分） 

４． 小林完治ガバナーより 2012-2013 年度ガバナー候補者として 

森田昭一郎会員（倉敷ＲＣ）の通告がありました。 

＜略歴＞ 

森田昭一郎 （1942・2・23 生） 日本酒製造（岡山県倉敷市） 

1964 年 慶応義塾大学商学部 卒業 

1966 年 国税庁滝ノ川醸造試験場 卒業 

1967 年 森田酒造 入社 

1989 年 有限会社平翠軒 設立７ 

1990 年 森田酒造株式会社 代表取締役 

1993 年 破゛ 流知庵くらしき 設立 

公職   岡山県ものづくりアドバイザー 

1982 年 9 月 倉敷ロータリークラブ入会 

2002 年 7 月     同    第 53 代会長 

５． ホテルほり江様よりお歳暮をいただきました。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

平田音楽協会「2011 年 青少年新春コンサート」後援依頼の承認 

一人一枚（1,000 円）チケット購入協力をお願い致します。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

出席親睦委員会 ： 1 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 （平成２３年も引き続き皆さん宜しくお願いします。） 

持田 （あけおめ！ 今年もよろしくお願いします。） 

大島卓 （初例会おめでとうございます。皆さん健康で１年間過ごせま

すように・・・） 

飯塚大 （新年おめでとうございます。暮にはるんびにぃ苑に対して貴重

な浄財を賜り誠にありがとうございました。） 

恒松 （おめでとうございます。毎年トップで誕生祝いを頂きありがとうご

ざいます。） 

田中浩 （あけましておめでとうございます。歳末たすけあいのるんびにぃ

苑様、万田の郷様への義援金持参を会長・幹事にお任せして

申し訳ありません。） 

福田 （新年明けましておめでとうございます。今年の会員の皆様、ご

家族の皆様のご健康とご多幸を祈念します。） 



佐々木 （明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い

します。） 

杉原朋 （明けましておめでとうございます。初例会、遅くなり申し訳ご

ざいません。今年もどうぞよろしくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

新年例会 

 
 

  

在籍 10 年  河原治子会員 
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歳末たすけあい募金     社会奉仕委員会  

12月2日忘年例会の際にご協力いただきました歳末たすけあい募金を、

「万田の郷」・「るんびにぃ苑」に寄付いたしました。 

 

万田の郷 

 

るんびにぃ苑 


