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■■■ 例会プログラム■■■   

例会日 卓話者 演題 

8月 4日 
第2690地区 

ガバナー 伊藤文利 様 
ガバナー公式訪問 

8月 11日 
中国電力㈱島根支社 

副支社長 矢田 肇様 他 

東京電力㈱福島第一原子力

発電所の事故を踏まえた島根

原子力発電所の津波対策 

8月 18日 
㈱山陰スポーツネットワーク 

代表取締役赤池大介 様 

スポーツの力で島根を元気にする 

～ スサノオマジックの挑戦 ～ 

■■■ 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(6) 84.38% 93.94 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

加藤昇／園山／持田／園／木村 

（石原恵／山根／牧野／杉原邦／原光/田中久） 

■■■ 来訪者 ■■■  

伊藤文利 ガバナー・田中祥貴・八島弘明随行幹事(倉吉) 

■■■ メークアップ■■■  

 8/3 河原・大島卓・黒田・高砂・内田・桐原(大社) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（8 月 11日）  原 泰久／山根章一／遠藤 栄 

（8月 18日）  清原正幸／福田磨寿穂／河原治子 

■■■ 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 8/15(休) 8/29 松江南  

火 出雲 8/16(休) 8/30 松江しんじ湖 8/16  8/30 

水 大社 8/10（休） 8/31 松江 8/10 8/31 

木  松江東  

金 出雲南 8/12(休) 8/26  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

今年は、３月１１日の「東日本大震災」で、津波被害等々日本中を政治

的、経済的なパニック状態にかりましたが、その後なでしこ JAPAN のワー

ルドカップの優勝、又ゴルフの宮里藍選手の米ツアーの優勝、そして大相

撲「カイオウ」の１０４６勝の快挙で、少しは私たちの心も晴れ晴れするよう

な出来事がこのごろ続いています。 

一日も早い東北各県の復興をお祈りします。 

 本日は伊藤ガバナー様をお迎えし、お話を聞きたいと思います。 

RI 会長カルヤン・バネル

ジー会長は、「心の中を

みつめよう、博愛を広げ

るために」というスローガン

を掲げておられます。 

本年度伊藤ガバナー様

は、「ロータリーは人を作

る」のスローガンのもと、

地区とクラブは一緒にな

り、汗をかきながら色々

な奉仕を致しましょうとおっしゃ

っております。 

それでは、伊藤ガバナー様の

ご講演を楽しみにお願い致し

ます。 

 

 

■■■ 幹事報告■■■  

１． 会費引き落とし  8/5 ７.8.9月分 51,000円 

２． 休  会  

    〇出雲RC   8/16(火) 定款により ビジター受付 なし 

３． 例会変更 

    〇出雲RC  8/30(火) 18:30～ 5RC合同例会 於) ラピタ 

４． 5 クラブ合同例会 8/30(火) 18:30～ ラピタ3Fウェディングパレス 

    本日出欠表をお回ししております。 

５． 地区大会のご案内(パンフレット配布) 

日 時  10/21（金）～10/23（日） 登録受付  9:00～ 

本会議10/23（日） 開   会 10:00～ 

記念講演等 

懇親会 16:30～18:00 

会 場     倉吉未来中心 

６． 平田まつり実行委員会 木佐真一郎様よりお礼の手紙 

７． 慢性腎臓病(CDK)対策・市民公開講座開催のご案内 

     8/28(日) 13:30～15:30 ビッグハート出雲 

■■■ 委員会報告 ■■■  

<プログラム委員会>  

次回8/11（木）例会での講演は、中国電力様により津波対策について

のお話をいただきます。 

<出席親睦委員会> 

  納涼例会のご案内 

8/25(木) 18:30～ 於) クイーンズマリー(玉湯町) 

17:40 ホテルほり江 集合出発 

会員誕生・ご夫人誕生お祝い  

■■■ スマイル ■■■  

飯塚詔 （伊藤文利ガバナー様、田中祥貴随行幹事様、八島弘明

随行幹事様 平田へようこそいらっしゃいました。本日はよろしく

お願いします。） 

加藤昇 （伊藤ガバナー、田中・八島随行幹事ようこそいらっしゃいまし

た。 先週は決算ご承認戴き、１年間が全て終了しました。 

    ありがとうございました。) 

黒田・遠藤・大谷・石原輝・佐々木・釜屋・飯塚大・田中浩 

 （伊藤文利ガバナー、田中・八島随行幹事様ようこそいらっ

しゃいました。） 

福田 （先月 30 日 31 日開催の松江市民レガッチに参加し、大橋川

を渡る風に心地よい汗を流すことが出来ました。） 

來間 (本日、夏かぜのため早く失礼します。 出西生姜の季節となり

ました。生姜を食べて早く治します。) 

  



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「ガバナーの役割」     伊藤文利ガバナー 

■■■ 懇親会 ■■■ 

 


