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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 

7 月 7 日 新年度会長 飯塚詔夫 新年度会長方針 18：30 ～ 

7 月 14 日 各委員長 クラブ協議会「行動計画発表」 

7 月 21 日 ガバナー補佐 那須康弘様  

■■■ 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 27 11 (3) 77. 14% 91.18 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

河原／園／園山／原孝／大島治／高砂／來間／木村  

（石原恵／山根／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■  な し  

■■■ メークアップ ■■■  

 6/24 大島卓・杉原朋・河原(出雲南)  6/28 大島卓(出雲) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（7 月 14 日）  桐原善行／園  裕／園山 繁 

（7 月 21 日）  釜屋治男／杉原邦彦／杉原朋之 

■■■ 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  

火 出雲  

松江しんじ湖 8/30 

8/16・9/20(休)  

水 大社  松江  8/10(休)  8/31 

木  松江東  

金 出雲南   

■■■ 会長挨拶 ■■■  

 カルヤン・バネル

ジーRI 会長は、

2011-2012 年度

のテーマを「心の

中を見つめよう。

博愛を広げるた

めに」と決定され

ました。 

ロータリーの奉仕

に於いて①強い

家族を築くこと。 

②一番得意とす

ることを継続して

いく。 ③変える

必要があれば変える。の３つの事項を提唱しておられます。 

又、第 2690 地区 伊藤文利ガバナーは「ロータリーは人を作る」というスロ

ーガンのもと、地区とクラブは一緒になり汗をかきながら奉仕活動をしようと

言われております。 

 未曾有の「東日本大震災」による、日本の政治経済の混迷が続いてお

ります。 

平田ロータリークラブは「ロータリーを楽しもう」のもと、この一年間運営した

いと思います。例会も夜間例会を増やし、会員相互の親睦(老壮青)をは

かり、明るい例会を志したいと思います。 

又、会員の増強を最重点に考え、今年の地区の重点テーマ「会員増強2

名以上」を目標に努めていきたいと思います。 

堀江幹事共々に会員の皆様のご協力ご指導をお願い致します。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．休  会 

〇松江しんじ湖RC  8／16・

9/20(火) 定款第6条台1節

により ビジター受付 12：00

～12：30 すいてんかく 

２．例会変更 

〇松江しんじ湖RC  

8/30(火)→8/29(月) 松江

4RC 合同例会 ビジター受付 

12：00～12：30 すいてんかく 

３．伊藤ガバナー事務所開所のご案内 

   7/1 よりガバナー・エレクト事務所をガバナー事務所と改め開所 

４．森田ガバナー・エレクト事務所開設のご案内 

  7/1よりガバナー・ノミニー事務所をガバナーエレクト事務所と改め開設 

５．平田ライオンズクラブ新役員の方よりご挨拶 

   会長 槇野博巳様   幹事 武部 昭様   会計 儀満茂子様 

６．次週の例会プログラムはクラブ協議会(各委員長 行動計画発表) 

  各委員長の皆様、よろしくお願い致します。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■   

平田まつり協賛金 20,000 円 

夜間例会負担金(出席者) 2,000 円 

上着の着用について ７．８．９ 6 月自由 

■■■ 委員会報告 ■■■   

特になし 

■■■ スマイル ■■■  

飯塚 （一年間がんばります。ご協力よ

ろしくお願い致します。） 

堀江 （一年間よろしくお願い致します。） 

加藤昇 （一年間たいへんお世話なりました。飯塚会長年度がすばら

しい一年であります様祈念申し上げます。） 

持田 （会長・幹事 新しい年度のスタートをお祝いします。 

ガンバって下さい。） 

大島卓 （前年度会長・幹事・役員の皆さんご苦労様でした。新年度

の会長・幹事・役員の皆さんよろしくお願い致します。） 

遠藤 （前年度加藤会長・持田幹事他役員の皆様ご苦労様でした。 

本年度飯塚会長、堀江幹事ほか役員の皆様の船出を祝し

て!!） 

原光 (いつも失礼して申し訳ありません。 加藤さん持田さん福田さん

一年間ご苦労様でした。 飯塚さん、堀江さん、佐々木さん

 



新年度の船出を祝して、本年よろしく) 

河原 （今年度初例会欠席で申し訳ありません。 

前年度加藤会長・持田幹事ご苦労様でした。） 

遠藤・黒田・杉原・石原・田中久・加藤喜・大谷・大島治 

  （前年度加藤会長・持田幹事他役員の皆様ご苦労様でした。 

本年度飯塚会長、堀江幹事ほか役員の皆様の船出を祝して!!） 

槇野・伊藤・飯塚大・内田  

（飯塚会長・堀江幹事年度の船出をお祝いして） 

福田 （2011～2012 職業奉仕委員長を務めることになりました。宜

しくお願い致します。） 

桐原 （チームメイトの歓送迎会があり、早退させて頂きます。私事で

すが、この度転勤もなく何とか首がつながりました。今後共よろ

しくお願い致します。） 

杉原朋 （会員増強にしっかり力を入れて活動したいと思います。 

一年間よろしくお願いします。） 

佐々木 （飯塚会長・堀江幹事年度の船出を祝して。 

SAA を努めます。１年間どうぞよろしくお願い致します。） 

田中浩 （はじめての副 SAA です。よろしくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

 

【バッジ交換】 「よろしくお願いします！」 

 

【花束贈呈】 「たいへんお疲れさまでした！」 

 

【会員ご誕生】 「おめでとうございます？」 

 

【ベネファクター表彰】 「おめでとうございます」 

 

「いつもお世話になります」      「副会長の締めのご発声！」 

 

 

 

 


