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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 

5 月 26 日 

(財)平田青年会議所 

理事長  大島淳司 様 

東日本大震災について 

6 月 2 日 会員 杉原邦彦 仕事の話 

6 月 9 日 

会員 槇野良文 

於） 料亭 ほり江 

自分の中のロータリー 

 

■■■ 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 30 7 (4) 90.91 % 94.12 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

大島治／大島卓／園山 （石原恵／山根／杉原邦／原光） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し  

■■■ メークアップ ■■■ 

 5/23 大谷・河原・大島卓 (出雲中央)  

 5/25 大谷・河原・大島卓 (大社)  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（6 月 2 日）  石原輝男／石原恵行／伊藤義徳 

（6 月 9 日）  桐原善行／釜屋治男／加藤喜久 

■■■ 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 6/27 松江南 6/27 

火 出雲 6/28 松江しんじ湖  

水 大社 6/8 6/22 6/29(休) 松江 6/22 6/29 

木  松江東 6/23 6/30（休） 

金 出雲南 6/24  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

 今日スピーチをしていただきます大島さんは、平田青年会議所の４５代

理事長ですが、青年会議所は昭和４２年に創立され、我がクラブは後れ

ること７年、昭和４９年に創立しております。 

 昭和４５年には大阪で万国博覧会が開催され、昭和４７年には「日本

列島改造論」を掲げて田中角栄氏が総理に就任し、我々地方都市にも

その影響が顕著に現れ、高度経済成長時代に突入しております。 

 私は昭和４７年に大学を卒業しておりますが、その頃平田の青年が「明

るい豊な社会」を目指し、街づくり運動に取組まれて以来今日まで連綿と

して受け継がれている事に敬意を表したいと思います。 

 大島さんは先の東北大震災の際には、宮城県の塩釜に滞在されており、

大変な思いをされたと思いますが、５月の連休には青年会議所の３名の

方々と共に災害ボランテイアとして岩手県の山田町に出掛けられたと聞い

ております。 

 皆さんが、我が平田のみならず、日本の仲間と共に「明るい豊な社会」

を作るために益々ご活躍をされる事を願っております。 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 例会変更 

○ 大社ＲＣ 6/8(水) 早朝例会 6：30～ 神光寺にて座禅例会 

            6/22(水) 夜間例会 18：30～ 於）ますや旅館 

    ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

○ 松江ＲＣ  6/22(水) 最終夜間例会  18：30～ 

     ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

○ 出雲南ＲＣ  6/24(金)  夜間例会 18：30～ 

○ 出雲中央RC  6/27(月)  夜間例会 18：30～ 

    ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

○ 出雲ＲＣ  6/28(火) 本年度最終例会 18：30～ 

於）ニューウェルシティ出雲 

    ビジター受付 11：30～12：30 ホテル武志山荘  

２． 休  会 

   ○ 大社ＲＣ 6/29(水) 定款により  ビジター受付 なし 

   ○ 松江ＲＣ 6/29(水) 定款により 

    ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

３． 例会場変更 

     6/9(木) 当クラブ例会を「料亭ほり江」「料亭ほり江」「料亭ほり江」「料亭ほり江」に変更しますのでよろしく

お願い致します 

４． 大田ＲＣより創立40 周年記念式典出席へのお礼状を頂きました 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

新入会員候補者の紹介 

    原 泰久様 Ｓ29．1．9 生   ㈲原料理店 社長 

 クラブ細則第 13 条第 5 節により 意義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。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

ロータリー財団委員会 （恒松委員長） ： 

 宍道湖自然館ゴビウス野外に木製のベンチ・テーブル寄贈、 

設置プロジェクトに対する寄付のお願い 

プログラム委員会 （釜屋委員長） ： 6 月の例会予定の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

加藤昇 （大島さんスピーチありがとうございます。大変な経験をされた

ことでしょうネ。 又ボランティアで再度東北にお出かけ、ご苦労

様でした。） 

持田 （大島様 先日はお疲れ様でした。本日はよろしくお願いします。） 

高砂 （スピーカーに大島理事長さんをお迎えして。 

やっと登山の広報誌が出来ました。） 

大谷 （淳司さん、大変でしたね。今日はおやじさんは欠席の様ですネ。

気兼ねせずに大いに語って下さい 楽しみにしています。） 

遠藤 （スピーカーに大島淳司君をお迎えして。ご苦労様でした。） 

釜屋 （大島淳司様ようこそ。スピーチよろしくお願いします。） 

田中浩 （大島淳司様をお迎えして。） 

杉原朋 （ようこそ！ 大島理事長！ スピーチ 期待しています。） 

清原 （本日は大島様、ようこそお出かけ頂きありがとうございました。

スピーチ宜しくお願い致します。） 

恒松 （ゴビウスへのベンチ代寄付お願いします。） 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「東日本大震災について」 

平田青年会議所 理事長  

大島 淳司 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


