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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

12月20日 議長 黒田昌弘  年次総会 

12月27日 出雲市長 長岡秀人様 「五つ星の出雲市」の

実現をめざして 

1月10日 ホテルほり江 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   27 11 (3) 77.14 % － % 

■■■ 欠席者 ■■■  
持田稔／河原／石原輝／園／大谷／園山／堀江／小汀 

（山根／牧野／木村）  

■■■ 来訪者 ■■■  
な し 

■■■ メークアップ ■■■  
12/18 持田稔・福田・河原 (松江しんじ湖)  12/19 福田 （松江) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（1 月 10日） 加藤喜久／園山 繁／杉原朋之  

（1 月 17日） 遠藤 栄／高砂明弘／田中久雄  

■■■ 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 12/31（休） 2/25 (休) 松江南 12/24（休） 30(休) 

火 出雲12/25（休） 1/1（休） 松江しんじ湖 12/25 

水 大社12/26(休) 松江 12/26 

木  松江東12/20 12/27(休) 

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■  

ＩＭについて 

本日は、ＩＭ（インターシティミーティング）についてお話をさせていただきま

す。ほとんどの会員の皆様は、当然、「釈迦に説法」と思いますが、入会５

年未満の会員の方には、今回、大社ロータリークラブで開催されますので

ぜひ出席をお願いします。 

ご存知の通り、ＩＭは、グループ単位のクラブの会員が集まり、合同で自

由討論会を実施し、ガバナー補佐が主催して開かれることが多いようです。

なお、決議や決定はありません。        

また、ＩＭの目的は、会員相互の親睦と面識を広めることにあり、会員

にはロータリー情報を伝え、立派なロータリアンになってもらうために経験豊

かなリーダーの下で、ロータリーの奉仕の理想を勉強する会合です。 

討論の主な内容は、４大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプ

ログラムなどを検討します。クラブ会員全員が参加です。テーマはロータリ

ーのこと、そして一般社会のことで、その時に話題になっていること、考えな

ければならない問題点など、多岐にわたります。形式も講演、フォーラム

など様々です。        

この会合では、知識を広め深めるとともに、グループ内の会員相互の親

睦も重要な目的ですから、懇親会も併せて開催されます。今度開催され

る２６９０地区の第３、第４、第５グループ合同のＩＭは、来年の２月２４日

（日）に開催されます。テーマは「会員増強」と「ＲＣの公共イメージアップと

認知度の向上を考える」です。       

ある日、ＮＨＫの放送の中で、年寄りは野菜ばかりではなく、健康管理

のために肉も食べましょう！と言っていました。 

懇親会はワイナリ－で開催されます・・・。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

   松江東RC   H.24.1/31(木) 夜間例会(4RC合同) 

     ビジター受付 12：00～12：30 定例会場(H 一畑) 

２．会費の引落  １／８  ５１,０００円(1・２・３月分) 

３．平田青少年新春コンサートチケットの配布 

４．事務局 休局（年末年始）  12/29～1/6 

５．森田昭一郎ガバナーより2015-2016年度ガバナー候補者とし 

て、佐藤芳郎会員（岡山南ＲＣ）の通告がありました。 

当クラブより立候補若しくは推薦者がなければ信任状を提出致しま

す。 

６．三好洋平様の入会に対し、昨日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。 

 

新入会員候補者の紹介 

曽田敏康様 Ｓ33．10．25生  

有限会社平田水道工業 代表取締役  

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。 

 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

〇 平田音楽協会「２０１３年 青少年新春コンサート」後援依頼の承認 
  一人一枚(1,000円)チケット購入協力をお願い致します。 

○ IM登録について 

4 グループ内での開催時は全員登録となります。 

■■■ スマイル ■■■  

黒田・釜屋 （本日の年次総会、よろしくお願い致します。） 

佐々木 （感染性胃腸炎が大流行しています。入念な手洗いを心が

けるなど十分に御注意下さい。） 

恒松 （来年１月の松江市でのミュージカル（ビリーブ・イン・ミー）に 

ご協力お願いします。） 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

 年 次 総 会 

                  議長 ： 黒田 昌弘  

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、 

槇野良文 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 

 飯塚 大幸 ・  内田 節夫 ・ 黒田 昌弘 ・ 田中久雄 ・ 

堀江 卓男 ・  加藤 喜久 ・ 福田磨寿穂  

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 飯塚 大幸 副会長 内田 節夫 

幹事 佐々木 哲也 副幹事 福田磨寿穂 

ＳＡＡ 清原 正幸 副ＳＡＡ 來間  久 

会計 石原 輝男 監 事 飯塚 詔夫 

 

 
尚 内田節夫副会長には創立４０周年実行委員会にも副会長とし 

て加わって頂きます。 


