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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 

6 月 16 日 会長  加藤 昇 一年を振り返って 18：30 ～ 

6 月 23 日 会員  河原 治子 旅のはなし 

6 月 30 日   休 会  

7 月 7 日 次年度会長 飯塚詔夫 新年度会長方針 18：30 ～ 

■■■ 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 30 8 (5) 90. 91% 94.12 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

來間／園山／原孝 （石原恵／山根／牧野／杉原邦／原光） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

福間（出雲） 岩成・北島（大社） 中村（出雲中央） 西本・塩野・

板倉・水谷・原田・福代・石橋・吾郷・本常・三代・高橋（出雲南） 

秋鹿・河上・池淵・幡（松江しんじ湖） 塩野・宮田（松江南） 

■■■ メークアップ ■■■ 

 な し  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（6 月 23 日）  黒田昌弘／小村益造／大島 治 

（7 月 7 日）  清原正幸／大島卓爾／大谷 孝 

■■■ 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 6/22 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 ■■■ 

「一年を振り返って」      加藤 昇 会長  

今日は 1,800 回例会ですので夜間例会とし皆さんと共に喜びたいと思

います。 

チャーターメンバーの皆さんを始め、多くの会員の皆さんが今日まで築いて

こられました事に敬意を表するとともに、感謝を申し上げたいと思います。 

 本年度は皆さんが健康で健康なクラブ運営を共にすすんで行いましょう

とクラブ方針を掲げました。 

①出席親睦委員会： ２月には補正出席率１００％を達成して頂き、  

斬新な納涼例会（宍道湖クルージング）を行って頂きました。 

会員、家族との親睦を深め「楽しく」各事業に取組むよう各委員会と連

携して頂きました。 

②プログラム委員会： 会員の卓話（１６回）を通じ、楽しい例会を開催  

して頂きました。 

③情報委員会： 家庭集会ではクラブの根幹に係わる「増強」について 

会員の皆さんに喚起して頂きました。 

 

④会員増強会員維持委員会： 増強は儘ならずでしたが、「増強」につ

いて例会の場で会員共通の認識とすべく会を行って頂きました。 

⑤クラブ広報委員会： 「週報」こそクラブの情報を後世に残す歴史的資

料、及び家庭とを結ぶ絆であるとし丁寧なる編集を行って頂きました。

また今月中には「季節のたより」を発刊し、広く市民の皆さんにクラブの

広報をして頂きます。 

⑥職業奉仕委員会： 今年度から取組まれました「職業宣言」を第一  

例会に行い、職場訪問例会を堀江会員の「クインズ・マリー」で開催し

て頂きました。 

⑦社会奉仕委員会： 平田まつり会場での献血、歳末助け合い募金、  

例会での My 箸運動の継続、環境プロジェクトとし風力発電所付近へ

桜の植樹、「世界腎臓デー・イベント・イン出雲」に参加、又、インドのガ

ヤロータリーへの眼鏡贈呈を一畑薬師の飯塚管長に協力して行って頂

きました。 

⑧国際奉仕委員会： ２月には大韓民国の国際交流員のソ・イニョン様を

迎え、韓国の歴史・日本文化との違いについてスピーチを頂きました。 

⑨ロータリー財団委員会： 本年も５名にポールハリス・フェローに寄付を  

して頂きました。 

⑩会計： 会費月額17,000 円で健全会計をして頂きました。 

⑪SAA： 毎週の例会がクラブの理念であるとのもと、創意工夫して会員  

の席を決める等スムーズな例会の運営を行って頂きました。 

幹事さんにはあらゆる事にフォローしていただき、１年間恙なく送る事がで

きました。最後に皆様のお蔭で１年間大役が果たせました。 

ありがとうございました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 松江しんじ湖ＲＣ和田史朗様よりミュージカル「あいと地球と競売

人」開催のご案内がありました。 本日パンフレット配布 

２． 出雲弥生の森博物館より特別展「弥生人の姿 倭人伝の人々」開

催のご案内がありました。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

次年度 プログラム委員会 （大島治委員長） ： 

新年度 7・8・9 月の例会予定の紹介 

■■■ スマイル ■■■ 

加藤昇 （一年間柔

やわ

な会長を会員の皆さんのお蔭で無事送ることが

出来ました。） 

大島卓 （1800 回例会おめでとうございます。1800 回の内約 1700 回

位出席したことになります。これからも続けたいと思います。） 

杉原朋 （1800 回例会 おめでとうございます。） 

恒松 （加藤会長御苦労様でした。 「あいと地球と競売人」是非ご

覧になって下さい。） 

佐々木 （祝1800 回例会。 6 月13 日から本県でもドクターヘリの運

行が開始されました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「夜間例会」   ＊ 祝 １８００回例会 ＊  


