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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

8月 2日 
第4グループ ガバナー補佐 

  西 尾   崇  様 
ガバナー補佐就任にあたって 

8月 9日 
NHKアナウンサー 

  堀 江 清 市   様 放送の陰にドラマあり 

8月22日 
第2690地区 ガバナー 

ガバナー 森田 昭一郎 様 
ガバナー公式訪問例会 

■■■ 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 32 6 (2) 88.89 % 94.29 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚大／板垣／石原輝／園山 （山根／牧野）  

■■■ 来訪者 ■■■  
西尾（第４グループガバナー補佐） ・ 岩永（第４グループ幹事） 

■■■ メークアップ ■■■  
な し  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（8月 22日） 持田祐輔／清原正幸／來間 久  

（8月 30日） 板垣文江／牧野昭雄／槇野良文  

■■■ 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 8/13(休) 8/27 10/29(休) 松江南  

火 出雲  8/14(休)  9/18(休)  松江しんじ湖  

水 大社  8/8  8/15(休)  松江    

木  松江東   

金 出雲南  8/3  8/17  8/31(休)   

■■■ 会長挨拶 ■■■  

  メークアップを楽しみましょう 

 

ロータリーは、例会に出席することが大切です。必ず、出席するようにと

平成３年１月に入会したときに、本クラブを都合で欠席した場合には、他

クラブへメークアップしなさいと当時の先輩ロ－タリアンに言われたものです。

メ－クアップとは、英和辞典を引くと、「化粧する」「決算，精算する」「取り

戻す」など。そして、あるかたちのものを補填したり、帳尻をあわせたりする

という意味と表現されています。 

 ご存知のとおり、ロータリアンの三大義務は、「会費の納入」「ロータリー

雑誌の購読」「例会の出席」です。 

 メークアップ制度ができたのは、１９２２年（大正１１年）でした。例会の

出席はロータリー会員の基本です。しかし、そんな堅苦しいことは考えず、

いろいろなクラブへ出席してはいかがですか。クラブによって、例会のやり方

や雰囲気はまことにさまざまです。二つとして、同じものがないくらいです。

単なる出席補填としてではなく、ロータリーライフを広げるために、積極的

にメ－クアップをしてみましょう。多くのロータリアンと知り合いになり、ロータ

リーが楽しくなると思います。 

  
 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．平田まつり実行委員会より、平田まつり・平田一式飾り・ひらた七夕仮

装船行列協力へのお礼状をいただきました。 

２．例会変更 

○ 松江ＲＣ   8/29(水) 松江４ＲＣ合同例会（8/30(水)夜間）  

  ビジター受付  12：00～12：30 ホテル一畑  

○ 松江しんじ湖ＲＣ 8/28(火) 松江４ＲＣ合同例会（ 〃 ）  

  ビジター受付  12：00～12：30 すいてんかく  

      ○   松江南ＲＣ 8/27(月) 松江４ＲＣ合同例会（ 〃 ） 

        ビジター受付  12：00～12：30 松江東急インロビー 

３． 休   会 

○  松江ＲＣ   8/15(水)   定款第6条により 

○  松江しんじ湖ＲＣ  8/14(火)  定款第6条により 

○  松江南ＲＣ 8/13(月)  定款第6条により 

    ビジター受付  同 上 

４． ホテルほり江様よりお中元をいただきました。 

５． 本日、地区大会出欠表を回覧しております。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席・親睦委員会 ： ８月誕生・結婚

祝い 

■■■ スマイル ■■■  

西尾Ｇ補佐・岩永グループ幹事   

（一年間ガバナー補佐、グループ幹事を務めます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。また、黒田会長様、釜屋幹事様はじめ会員の皆様方の

ご活躍をお祈り致します。） 

黒田・釜屋 （西尾ガバナー補佐様、岩永グループ幹事様 ようこそいらっしゃ

いました。クラブ協議会、よろしくご指導お願い致します。） 

大島卓・佐々木・遠藤・恒松・伊藤 

     （西尾ガバナー補佐、岩永グループ幹事をお迎えして。） 

加藤喜 （西尾様、岩永様ようこそいらっしゃいました。今年度一年間ご苦労

様です。） 

飯塚大 （本日、西尾Ｇ補佐ご訪問の例会ですが、寺の所用のため欠席しま

す。例会終了後のクラブ協議会には出席致します。申し訳御座いま

せん。） 

釜屋  （支部対抗戦で平田ブルー（曽田 6 段、今岡 4 段、森 2 段）が準優

勝しました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「ガバナー補佐就任にあたって」 
第4グループ ガバナー補佐  西尾  崇  様 

西尾様は、大社ＲＣに所属でご自分が入会さ

れた時のエピソード、電話１本で入会したこと、

どんな会なのかは入れば分かるなど先輩会員か

ら言われたことを話されました。また、ご自分の職

業・医師を通じた職業奉仕の話もあり、長生き

するとは、良く食うことなど身をもって体験された

ことをお話されていました。 

 



■■■ クラブ協議会 平田ロータリークラブ ■■■ 

8月 2日の例会終了後、平田ロータリークラブにてクラブ協議会が 

開催されました。 平田ＲＣの 2012-2013年度のクラブ活動・運営 

計画が報告されました。そのときの会議風景です。 

 

 

 

 


