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■■■ 例会プログラム■■■   

例会日 卓話者 演題 

12月15日 議長 飯塚詔夫 年次総会 

12月22日 会員 田中久雄 会員スピーチ 

1月12日 18：30～ 新年例会 

■■■ 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%    93.94  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

園山／園／福田（石原恵／杉原邦／山根／牧野／原光） 

■■■ 来訪者 ■■■     

な  し 

■■■メークアップ ■■■    

12/13 大島卓（出雲）   12/14 大島卓・内田（大社） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（ １月１2日）  原 泰久／伊藤義徳／加藤 昇 

（ １月 19日）  清原正幸／加藤喜久／木村文彦 

■■■ 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  12/26 1/2(休) 松江南  

火 出雲    12/27・1/3(休) 
松江しんじ湖 12/20 12/27

            1/3 1/31 

水 大社    12/28(休) 松江 12/21 12/28 1/4 

木  松江東   

金 出雲南  12/23・30（休）  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

今年もおしせまり、年末恒例となりました世相をうつし出す文字が「絆」

と決まりました。森 貫主が「清水の舞台」で特大の筆で揮毫されるのも

年末の風物詩となっております。 

東日本大震災、紀伊半島豪雨などの大災害で、家族や友人、地域社会との

絆の大切さをあらためて日本人が知った事でした。 

又「なでしこジャパン」の女子サッカーのワールドカップでの優勝や、今

男子サッカーのワールドカップ予選での活躍、クラブワールドカップでの

柏イレブンの活躍等々すばらしいチームワークが選ばれた理由ではなか

ったかと思います。 

ちなみに2位は「災」3位は「震」だったそうです。 

やはり震災にちなんだ文字が大変多かった様に思われます。 

又、女性1000人に来年の文字はどの様な文字にしたいですか？と言うア

ンケートが行なわれ、結果「幸」「楽」「希」等の文字を上げられた方が

多かったようです。 

皆様はこの一年を文字に表すとしたらどの様な文字を連想されるでしょ

うか。夫々の会員の皆様、この一年を振り返って色々思いを連想される事

と思います。 

今日は恒例の世相を映し出す文字についてお話をさせて頂きました。 

 

 

■■■ 幹事報告■■■  

１． ガバナー・エレクト 森田昭一郎様より12/4（日）開催「次期クラブＲ

財団委員長研修会」出席のお礼状をいただきました。 

２． ホテルほり江様よりお歳暮をいただきました。 

３． ＩＭ登録のお願い。 

 

■■■ 委員会報告 ■■■  

クラブ広報委員会 ： ロータリーの友12月号の紹介 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

○ 平田音楽協会会長 狩野秀嗣様より「2012 平田青少年新春コンサート」後

援依頼があり承認いたしました。  

後日コンサートチケット1枚（1,000円）のご協力をお願い致します。 

 

■■■ スマイル ■■■  

佐々木 （医者の不養生でカゼをひいてしまいました。お聞き苦しいこ

とと思いますが申し訳ありません。） 

 
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

年 次 総 会 

     議長 ： 飯塚 詔夫  

指名委員会によって次年度理事エレクトを選出いたしましたので、 

加藤 昇指名委員長から発表していただきます。 

２０１２～２０１３年度  理事エレクト 

 黒田 昌弘 ・ 飯塚 大幸 ・ 飯塚 詔夫 ・ 持田 稔樹 

高砂 明弘 ・ 槇野 良文 ・ 佐々木哲也 

以上7名の理事が決定しました。拍手をもってご承認下さい。 

 

 

本来1週間以内でございますが、直ちに次年度理事の方々で役員エレクトの

選考をしたいと思います 

２０１２～２０１３年度  役員エレクト 

会長 黒田 昌弘 副会長 飯塚 大幸 

幹事 釜屋 治男 副幹事 佐々木 哲也 

ＳＡＡ 田中 浩史 副ＳＡＡ 清原 正幸 

会計 河原 治子 監 事 加 藤  昇 

 

 

  


