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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 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 ～ 

7 月 14 日 次年度各委員長 行動計画発表 

■■■ 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 (4) 88. 24% 91.18 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

來間／園山／大谷／大島治 （石原恵／山根／牧野／原光） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

松井 （出雲）  

■■■ メークアップ ■■■ 

 6/22 大島卓・大谷・河原・黒田・杉原朋 （大社）  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（7 月 7 日）  清原正幸／大島卓爾／大谷 孝 

（7 月 14 日）  桐原善行／園  裕／園山 繁 

■■■ 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 6/29(休) 7/6 7/20  

8/3 8/10（休） 8/31  

松江 6/29 8/10 8/31 

木  松江東 6/23 6/30（休） 

金 出雲南 6/24  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

さる２１日、財団委員長さんの肝いりで行いましたゴビウスの前の広場

でベンチの贈呈を致しました。 

ゴビウス館長さんからくれぐれも皆さんに宜しくお伝え下さいとの事でし

た。 

 ひのきの材でロータリーのマークを入れてあります。皆さんお出掛けの節

には是非ご利用戴けたらと思います。 

 

  

先週は１,８００回目の例会と言う事で夜間例会を開催しまして、皆さん

と共に喜びを分かちましたが、チャーターメンバーの皆さんのご苦労と、今

日まで営々と築いてこられましたメンバーにあらためて敬意を表したいと思

います。 

 先週１年を振り返ってのお話を致しましたので、多くを申しませんが会員

の皆さんにお支え戴き、最終例会を迎えられました事、皆さんに厚くお礼

を申し上げます。 

 次回の例会より飯塚新会長さんのもとで新しい年度が始まります。 

 より素晴らしいクラブに皆さんと共にして行きたいと思います。 

 一年間、ありがとうございました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 休  会 

    〇 松江RC   8/10(水)  定款第6 条により 

       ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

    〇 大社RC   8/10(水)  定款第6 条により 

ビジター受付 なし 

２． 例会変更 

 〇 松江RC   8/31（水) 夜間例会(8/29 松江4RC 合同) 

       ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

 〇 大社RC   7/ 6(水) 初例会(日の出館にて夜間) 

 〇 大社RC   7/20(水) 稲佐の浜清掃奉仕(早朝) 6：30～  

 〇 大社RC   8/ 3(水) G 公式訪問例会(夜間) 18：30～ 

 〇 大社RC   8/31(水) → 8/30(火) 5RC 合同例会 

                  於) ラピタ 18：30～ 

    ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

■■■ 委員会報告 ■■■ 

クラブ広報委員会 （田中久委員長） ： 広報誌「季節のたより」発行 

■■■ スマイル ■■■ 

松井 （出雲） （久し振りに訪問します。今後ともよろしくお願いします。） 

黒田・伊藤・河原  

（加藤会長、持田幹事 この一年間ご苦労様でした。） 

持田 （一年間があっという間に終わってしまいました。加藤会長には

大変お世話になりありがとうございました。そして皆様にもご協力

頂きありがとうございました。） 

飯塚詔 （加藤会長、持田幹事 この一年間ご苦労様でした。次年

度もご指導よろしく。） 

原孝 （加藤会長、持田幹事 外､理事役員の方の一年、活躍を感

謝しています。ご苦労様でした。） 

内田 （加藤会長様、持田幹事様、役員の皆様一年間お世話にな

りました。感謝申し上げます。） 



槇野 （加藤会長始め理事、役員の皆様一年間大変お世話になり

ました。 出雲クラブ松井様のご来訪を喜んで。） 

遠藤 （松井㈱の会長をお迎えして!! 先般桐原会員様にはおいし

い物をいただきありがとうございました。御礼を申し上げます。） 

田中久 （おかげさまで「季節のたより」出来上がりました。佐々木会員

をはじめ委員会の方々、原稿を寄せて頂いた会員に御礼申し上

げます。２７日（月）全戸配布します。） 

田中浩 （加藤会長、飯塚副会長、持田幹事、福田 SAA 他一年間

お疲れ様でした。 季節のたより発刊おめでとうございます。） 

恒松 （松井様ようこそいらっしゃいました。 持田幹事様、立派なベン

チ・イスを設置して頂きありがとうございました。） 

杉原朋 （皆さん一年間ありがとうございました。 出席親睦委員長） 

釜屋 （この一年間プログラム委員会に対し、皆様にご協力いただきま

した。ありがとうございました。） 

飯塚大 （河原会員様 Speech 楽しみにしています。 加藤会長、持

田幹事、１年間たいへんお疲れさまでした。） 

福田 （会員の皆様に支えられて 2010～2011 年度 SAA 務めることが

出来ました。有難うございました。 安来節全国大会出雲地区予

選会が今月１９日に開催され踊りの部で予選を通過しました。） 

佐々木 （加藤会長、持田幹事 1 年間ご苦労様でした。福田 SAA

御苦労さまでした。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「旅のはなし」 

河原 治子 会員 

 

 

 

 

 

 


