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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

7月 5日 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) 

7月19日 
平田広域交番  
所長 秦 盛久 様 

治安情勢と駐在所廃止後の 
情勢について 

■■■ 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 31 7 (2) 86.11% 6/21  88.57 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原孝／園／園山／小汀／木村 （山根／牧野）  

■■■ 来訪者 ■■■  
6/28 須山・本常・藤江（出雲南） 海田・武志（出雲） 的場（大田） 

7/5  吾郷・水谷・川上・本常（出雲南） 

■■■ メークアップ ■■■  
6/22 加藤喜・大島卓（出雲南）   6/25 河原（出雲中央）  

6/26 杉原朋・持田・大島卓（出雲）  6/27 杉原朋（松江）  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（７月 19日）  加藤喜久／河原治子／原 孝士  

（７月 26日）  遠藤 栄／堀江卓男／飯塚大幸  

■■■ 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 7/17(休) 8/14(休) 9/18(休) 松江しんじ湖  

水 大社 7/18  8/8  8/15(休) 松江    

木  松江東   

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■  

新年度会長方針      黒田 昌弘 会長   

今年度の会長を受けました。新たに、ロ－タリ－の原点に帰り、再度、

勉強しながら、行動してまいります。会員のご協力ご指導を宜しくお願い

します。 

田中作次ＲＩ会長は、２０１２－１３年度のテーマを、「奉仕を通じて平

和を」と決定されました。この大きなテ－マの趣旨を理解しながら、行動し

ていきます。 

クラブ会長の資格条件は、①指導者としての技能を備えていること。②

クラブの活動を指導し、実施する十分な時間を割くこと。③理事、あるい

は主要な委員会の委員長か、もしくはクラブ幹事を務めたことがあること。

④クラブの定款と細則に関して実際的な知識を有すること。⑤地区大会、

国際大会に出席したことがあること等の要件がありますが、特に、②と④

の条件について更に勉強してまいります。 

また、職業を通じて社会に奉仕するために、自身の体験・経験した職

業を通じて例会の挨拶の中でコメントしたいと考えています。 

 なお、今年度の重点目標は、新たな会員増強と退会防止に努め、また、

前年に引き続き「ロータリーを楽しもう」のテーマのもと会員の一層の親睦

をはかり、心のつながりが深まるよう努力してまいります。 

 

  

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

○大社ＲＣ 7/18(水) 早朝例会 6：30～ 稲佐の浜清掃奉仕 

             8/8（水） 家族会  18：30～ たけだ旅館 （波根町） 

ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

２．休  会 

○出雲ＲＣ  7/17(火)・8/14(火)・9/18(火) 定款により 

○大社ＲＣ  8/15(水)               〃 

ビジター受付  な し 

３．伊藤ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

6/30をもって閉鎖 

7/1より直前ガバナー事務所として執務 （2ヶ月間） 

４．森本ガバナー・エレクト事務所開設のご案内 

   7/1より 津山社会教育文化財団 内 （津山市山下98-1） 

５．板垣文江様の入会に対し6/28までに意義の申し立てがございません

でしたので入会が決定致しました。 

本日、持田祐輔様と一緒に入会式を行ないます。 

６．次週の例会プログラムはクラブ協議会（行動計画発表）です。 

   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 ■■■  

１． 杉原邦彦会員より、一身上の都合により退会届が提出され 

受理いたしました （6/30） 

２． 夜間例会個人負担金、例年通り2,000円を参加者より徴収する。 

３． 平田祭り協賛金 ￥20,000 了承 

４． 一畑マラソン 後援及び役員の委嘱を了承する。 

５． 例会の無断欠席者負担金、現在1,000円を1,500円に変更 

■■■ 新会員 入会式 ■■■  

持田 祐輔 会員  Ｓ 51．4．19 生   

㈱ 酒持田本店 代表取締役 

職業分類 ： 清酒製造 

推薦者 ： 田中 浩史 ・ 杉原 朋之 

所属委員会 ： 出席親睦委員会 

 

板垣 文江 会員  Ｓ 27．3．8 生   

板垣社会保険労務士事務所 所長 

職業分類 ： 労務士 

推薦者 ： 飯塚 大幸 ・ 園  裕 

所属委員会 ： 出席親睦委員会 

 

 



■■■ 委員会報告 ■■■  

出席親睦委員会 ： ７月の会員誕生・夫人誕生・結婚記念のお祝い 

 
 

■■■ スマイル ■■■  

黒田  （釜屋幹事共々よろしくお願いします。  持田様、板垣様の入会を

祝して。） 

釜屋  （本年、幹事の大役をお引き受けすることになりました。よろしくお願い

致します。） 

飯塚詔・堀江・田中久・槇野・恒松・高砂・石原輝・飯塚大・持田捻・田中浩  

 （黒田会長、釜屋幹事年度の船出をお祝い致します。   

持田さん、板垣さんの入会をお祝い致します。） 

伊藤・大島治・福田  

（黒田会長、釜屋幹事のご活躍を祈念致します。 

１年間よろしくお願い致します。） 

大島卓 （黒田会長他理事・役員の皆さん１年間ご苦労様です。あまり難しい

ことを言わずよろしくお願い致します。） 

大谷  （前年度飯塚会長、堀江幹事、役員の皆様ご苦労様でした。今年

度黒田会長、釜屋幹事、役員の皆様のご活躍をお祈り致しま

す。） 

加藤昇 （黒田会長、釜屋幹事さんのこの一年が素晴らしい一年である事を

祈念します。 飯塚会長、堀江幹事さんご苦労様でした。この一年

が素晴らしい活動であったことに敬意を表します。 持田さん、板垣

さんの入会を祝って。） 

河原  （前年度 飯塚会長、堀江幹事様ご苦労様でした。 本年度 黒田

会長、釜屋幹事様の一年間のスタートを祝って!!   

新会員、持田・板垣様の入会を祝って。） 

遠藤  （飯塚会長、堀江幹事さんご苦労さんでした。 黒田丸、釜屋氏の

門出を祝して。） 

内田  （黒田会長、釜屋幹事 役員の皆様、お世話になります。今年度よ

ろしくお願いします。板垣様、持田様ご入会おめでとうございます。） 

佐々木 （黒田会長、釜屋幹事の新しい船出を祝して。 また 田中ＳＡＡ、

清原副ＳＡＡ１年間よろしくお願いします。） 

來間  （板垣さん、持田さん 入会を祝して・・・。 おめでとうございます。  

どうぞよろしくお願い致します。） 

清原  （１年間宜しくお願いします。） 

原泰  （親睦委員会です。一年間宜しくお願いします。 今日は所用で早退

します。） 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

 
 

 

 

 
 

 
 


