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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 

4 月 28 日 飯塚詔・堀江・田中久 地区協議会報告 

5 月 5 日  休 会  

5 月 12 日 黒田・持田・加藤昇・恒松 地区協議会報告 

5 月 19 日 森山俊雄 様 声楽について 

■■■ 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 (6) 83.87 % 96.88% 

■■■ 欠席者 ■■■ 

來間／園山／黒田／木村／杉原朋 

（石原恵／山根／牧野／小村／原光／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し  

■■■ メークアップ ■■■ 

 4/24 飯塚詔・堀江・黒田・田中久・持田・加藤昇・恒松 (地区協議会) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（5 月 12 日）  來間 久／河原治子／原 光栄 

（5 月 19 日）  杉原朋之／原 孝士／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  5/2(休)  5/23 松江南  5/2  6/27 

火 出雲  松江しんじ湖  

水 大社  5/4(休)  5/11  5/25   松江    

木  松江東  

金 出雲南   

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

 ２４日は次年度の地区協議会が倉吉でありまして、飯塚会長エレクト

他６名で出かけてまいりました。 

 平田クラブに在籍しておられた田中祥貴氏が次期地区幹事と言うことで、

向かえて頂き、大変親しく感じて協議会に参加させてもらいました。 

 来月には情報委員会さんのお世話で家庭集会がありますが、’１０年の

手続要覧には Informal Meeting の語彙は掲載されておりませんが１９８１

年の要覧には Fireside Meeting を炉辺会合と和訳され、’８４版では

Informed Group Meeting(座談会）、’８９版では（家庭集会）と和訳され

ております。 

 ３７年を経た我がクラブでも初年度の基本資料に「炉辺会合」が記載さ

れ今日まで脈々と「家庭集会」が続いております。 

 在籍年数の若い会員さんにとって、先輩諸氏からのロータリーの歴史、

歩み、ロータリアンとしての心構えなど、沢山の事を学べる絶好の機会で

す。 

 「入りて学び。出でて奉仕せよ」を実践していただきたいものです。 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 休   会 

    ○ 松江南RC  5/2(月) 定款第6 条による休会 

        ビジター受付 12：00～12：30 松江東急イン１F ロビー 

    ○ 大社RC    5/4(水) 定款第6 条による休会 

        ビジター受付  な し 

２． 例会変更 

    ○ 大社RC   5/11(水) 早朝例会 6：30～  

出雲大社清掃奉仕  

              5/25(水) 職場訪問例会 11：30～  

                                    於) 癒し処 きらく 

        ビジター受付 11：30～12：30  事務局  

    ○ 松江南RC  6/27(月) 夜間例会 

        ビジター受付 12：00～12：30 松江東急イン１F ロビー 

３． 伊藤ガバナー・エレクト、井戸垣次期地区代表幹事様より 

地区協議会出席のお礼状をいただきました 

■■■ 次年度幹事報告 ■■■ 

○ 次年度 理事・役員会 5/11(水) 18：30～ 

○ 次年度 委員長会 5/17(火) 18：30～ 

    後日、ご案内状をお送り致します 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

プログラム委員会 （釜屋委員長） ： 5 月の例会予定の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

福田 （所用のため、4 月 24 日(日)の地区協議会を欠席しました。 

田中久雄会員にはお世話になりました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「地区協議会報告」 

会長部門会長部門会長部門会長部門                           飯塚 詔夫 

１．2011～2012 年度国際ロータリー 

    会長 カルヤン・バネルジー 

    スローガン 「心の中を見つめよう 

              博愛を広げるために」 

２．地区ガバナー 

    伊藤文利ガバナー(倉吉RC) 

    地区スローガン 「ロータリーは人をつくる」 

    重点目標  会員純増数 1 クラブ 2 名以上 

 

幹事部門幹事部門幹事部門幹事部門                           堀江 卓男 

私は、幹事部門に出席を致しました。初めに地区資金予算（案）について

の報告が有りました。会員減少により次年度は地区予算が赤字となりま

す。その赤字を補うためにポリオ協力金を地区予算に振り替えますとのこと

でした。 



 続いて地区大会の案内がありました。地区大会は 10 月 21 日～23 日

に倉吉で開催され、講師は金美麗氏であります。金氏は平田青年会議

所の 40 周年でも記念講演をして頂いた方であり素晴らしい講演をされま

す。10 月23 日は皆さんで地区大会へ行きましょう。 

 最後に地区目標について話し合われました。会員増強では、各クラブの

成功事例が紹介され、スピーカー（卓話）、会員 2 世、女性を勧誘する。

安易（すぐに辞める人）には勧誘しない等様々な勧誘事例や考え方が報

告されました。中でも出雲中央の会長自らが勧誘されたのが評価されま

した。 

 

職業職業職業職業奉仕部門奉仕部門奉仕部門奉仕部門                        田中 久雄 (代 理) 

11 グループに別れて意見交換の型式を取り、それぞれのグループリーダー

が纏めを発表する協議会であった。 

冒頭の挨拶は馴染みの児島RC、元RI 理事の渡辺好政氏であった。 

ロータリアンは論理性を高く揚げる専門専業人である。故に自己の職業

が倒産の憂き目に会う事だけは絶対に有ってはならぬ。これこそロータリア

ンに課せられる金科玉条である事を踏まえて青少年の育成と指導に当た

らねばならぬと結ばれた。 

青少年育成と彼らを指導する人材の育成については各グループからの纏

めは共通しており出前授業、出前講座、ロータリアン自信の経営する職

場案内等であった。 

東日本大震災について我々は何が出来るかについては、復興は巨額

の資金と長期間を要する事から日本も含め世界からのロータリー義援金

は赤十字側とも相談し小出しする様に提案すべきだと。 

家庭でも企業でも省エネには心掛けるべきとの発表であった。 

 

 


