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■■■ 例会プログラム■■■   

例会日 卓話者 演題 

6月21日 会長  飯塚詔夫 一年を振り返って 

6月28日   休 会  
7月 5日 次年度会長 黒田昌弘 新年度会長方針 

7月12日 各委員長  クラブ協議会 (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

37 30 7(2) 85.71%    94.29  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原孝／加藤喜／園山／來間／木村（山根／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■     
な  し 

■■■ メークアップ ■■■     
6/20 持田・小村・福田（大社） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（ ７月 12日）  木村文彦／山根章一／福田磨寿穂 

（ ７月 19日）  加藤喜久／河原治子／原 孝士 

■■■ 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  6/25 松江南  

火 出雲   6/26  松江しんじ湖 6/26(休) 

水 大社   6/27(休)   松江   6/27(休) 

木  松江東  6/21 6/28(休) 

金 出雲南  6/22  6/29(休)  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

本年度「ロータリーを

楽しもう」というクラブ方針

を挙げました。 

会員相互の親睦、並び

に情報交換、そして勉強

会の中でお互いをもっと

見つめなおし理解し合う

事の為に、夜間例会を

多くし、親睦の輪が広が

った１年ではなかったかと

思います。 

① 出席親睦委員会 
  納涼会例会を「クイーンズマリー」 又 忘年例会を「ゆらり」で行なって

頂き、そして会員誕生、夫人誕生、結婚祝いと気遣いの企画を立てて

頂き「「ロータリーを楽しもう」のクラブ方針の下、すばらしい会員と家族

の絆を作って頂きました。 

② プログラム委員会 
１年間を通じて夜間（納涼・忘年を含む）例会を 11 回開催して頂き、

会員相互のコミュニケーション作りをして頂きました。又、各界各層の大

変すばらしい卓話者を招き、充実した例会を行なって頂きました。 

 

 

③ 情報委員会 
家庭集会を計 4 回にわたり開催され、ロータリーの基本をベテラン委員

会のメンバーの方々の下に勉強会を開いて頂きました。 

④ 会員増強会員維持委員会 
増強は2名ありましたが退会者も2名、この難しい委員会運営に大変

苦労して頂きました。 

⑤ クラブ広報委員会 
毎週の「週報」は、今クラブ又はロータリーが何を考え、どういう事を行

動しているかがすぐに分かり、会員と家族との理解を深める編集をして

頂きました。 

又、平田地域への広報「季節のたより」も本日発行して頂きました。 

⑥ 職業奉仕委員会 
職場訪問例会を宍道湖グリーンパークで開催、又昨年から引き続き

「職業宣言」を第一例会に行なって頂きました。 

⑦ 社会奉仕委員会 
平田まつりでの献血（36 名の献血者） そして歳末たすけあい募金、定

着したマイ箸運動をして頂きました。 

⑧ 国際奉仕委員会 
2 月の世界理解月間に因んで、中国国際交流員の高嵐様を迎え、中

華人民共和国の現状をスピーチして頂きました。 

⑨ ロータリー財団委員会 
ロータリーの最も重要な財団について大変活躍をして頂きました。 

⑩ 会計 
月額17,000円（年間204,000円）の会費で、健全会計をして頂きました。 

⑪ ＳＡＡ 
佐々木ＳＡＡ、田中浩副ＳＡＡの会場監督のもと、毎回工夫を凝らし

会員の親睦をはかる為に席を決め、楽しい例会作りをして頂きました。 

堀江幹事さんには色々な事で適切なアドバイスを頂き、又勝部事務局

員さんにも縁の下でご協力頂

き感謝申し上げます。この１

年、会員の皆様のご協力によ

り、無事に大役を果たす事が

でき“感謝”の１年間を過ごさ

せて頂きました。ありがとうござ

いました。 

■■■ 幹事報告■■■  

１． 例会変更 

○松江南ＲＣ  7/30(月)  早朝例会 

ビジター受付 12：00～12：30 松江東急インロビー 

２． 休  会 

○松江南ＲＣ  7/16(月) 海の日 

7/23(月) 定款第6条により 

ビジター受付 12：00～12：30 松江東急インロビー 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

新入会員候補者の紹介 

   板垣文江様 Ｓ27．3．8生  

板垣社会保険労務士事務所 所長 

  



クラブ細則第 13 条第 5節により 意義のある方は本日より７日以

内に書面をもってお申し出下さい。 

■■■ スマイル ■■■  

飯塚詔 （この１年間会員の皆様のご協力に、ただただ“感謝” 

ありがとうございました。） 

堀江  （１年間お世話になりました。） 

佐々木 （飯塚会長、堀江幹事 １年間お世話になりました。 

皆様のご協力のおかげでＳＡＡの任を無事果たすことができ

ました。ありがとうございました。） 

大島治・飯塚大・伊藤・田中久・釜屋 

 （飯塚会長、堀江幹事 １年間大変お疲れさまでした。） 

槇野・内田 （飯塚会長、堀江幹事様、１年間大変お世話になりまし

た。） 

大島卓 （飯塚会長、堀江幹事、理事・役員の皆さん１年間大変 

ご苦労さまでした。一息お休み下さい。） 

加藤昇 （飯塚会長、堀江幹事さんすばらしい１年でした。ご苦労様

でした。） 

石原輝 （飯塚会長、堀江幹事他役員の皆さん１年間大変ご苦労

様でした。 まもなくＲＣ入会32周年を迎えることとなって。） 

恒松  （飯塚会長、堀江幹事ご苦労様でした。 季節のたより表紙

にベンチを紹介して下さいました。ありがとうございます。） 

黒田  （クラブ広報委員会の皆様「季節のたより」ありがとうございま

す。 飯塚会長、堀江幹事ご苦労様でした。） 

田中浩 （飯塚会長、堀江幹事、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。） 

福田  （2011-2012年度 職業奉仕委員会の活動計画は会員の 

皆様のご協力により無事終える事が出来ました。 

ありがとうございました。） 

清原  （6/16に娘が結婚いたしました。末永く幸せになってもらいたい

と願いを込めてスマイルします。） 

 

（ＳＡＡさん、副ＳＡＡさん、どうもお疲れさまでした） 

 

 

 

 

 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

 

会員の皆様、飯塚詔夫会長年度のこの１年間、本当にお疲れさまでした。

新しい黒田昌弘会長年度も、どうぞよろしくお願いします。 

 

 
 

 


