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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

1月10日 ホテルほり江 １８：３０ ～ 新年例会 

1月17日 会員 恒松克己・杉原朋之 年男の抱負 

1月24日 出雲市議会議員 飯塚 俊之 様 市政について考える 

■■■ 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

40   33 7 (3) 89.19 % 91.43 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
小村／原孝／大谷／園山 （山根／牧野／木村）  

■■■ 来訪者 ■■■    
 加藤(出雲) 多久和(出雲中央) 須山・本常・西本・竹下(出雲南) 
 堀江・田中(松江しんじ湖) 作野(松江東) 的場(大田) 

■■■ メークアップ ■■■  
1/9 小村(大社)  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（1 月 24日） 桐原善行／恒松克己／内田節夫  

（2 月 7日） 小汀泰之／山根章一／福田磨寿穂  

■■■ 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 1/28  

火 出雲  松江しんじ湖 1/29 

水 大社 松江 1/30 

木  松江東 1/31 

金 出雲南  1/25  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

新年のあいさつ 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

今年も引き続き『新たな会員の増強とロ－タリ－を楽しもう』のテ－マのも

と、会員の一層の親睦を図ってまいります。 

さて、このクラブには巳年生まれの会員が２名いらっしゃいます。巳年生ま

れの方は、心が広く、忍耐力があり、どんなことがあってもやり通すという実

行力があるそうです。会員の方も含めて、今年も素晴らしい年である事を

祈っております。 

また、本日２名の方が本会に入会されました。ヒラタ工業の常務取締役

工場長 三好洋平様と平田水道工業の代表取締役社長 曽田敏康様

です。一日も早く、ロータリーに馴染んで頂けたらと思います。 

なお、昨年の１２月には、愛宕山公園の植樹に堀江会員と桐原会員の

小中学生のお子様にも参加していただきました。有難うございました。 

また、忘年会に際しての貴重な浄財をるんびにぃ苑及び万田の郷へ寄付

いたしました。報告を兼ねてお礼申し上げます。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

○ 出雲南RC   1/25(金) 夜の例会 

     ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

○ 松江南RC   1/28(月) 夜間例会(4RC合同) 

○ 松江しんじ湖RC  1/29(火)    〃 

○ 松江RC   1/30(水) 夜間例会(4RC合同) 

ビジター受付各クラブ 12：00～12：30 定例会場 

２．1/17(木) 平田クラブホストにより 5RC 会長・幹事会を開催致し

ます。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席・親睦委員会 ： 

  1月の会員誕生・ご夫人

誕生・結婚記念祝い 

社会奉仕委員会 ： 新地区補助金事業「平田愛宕山公園 緑化プ 

ロジェクト～地元の小中高校生とともに行う桜の植樹～」終了報告 

■■■ 新会員 入会式 ■■■  

三好 洋平 会員  Ｓ 53．9．16 生   

ヒラタ工業㈱  常務取締役工場長 

職業分類 ： 銑鉄鋳物製造 

推薦者 ： 大島  治 ・ 園   裕 

所属委員会 ： 出席親睦委員会 

曽田 敏康 会員  Ｓ 33．10．23 生   

㈲平田水道工業 代表取締役社長 

職業分類 ： 管工事 

推薦者 ： 黒田 昌弘 ・ 園  裕 

所属委員会 ： 出席親睦委員会 

■■■ スマイル ■■■  

釜屋・田中久・佐々木・石原・遠藤・槇野・大島治・内田 

持田稔・桐原  

（曽田敏康様、三好洋平様の入会を祝して。） 

飯塚大・佐々木・田中浩 

 （新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致 

します。曽田様、三好様の入会を心よりお祝い申し上げます。） 

黒田 （おめでとうございます。後6ヶ月ですが幹事ともどもよろしくお願 

いします。三好様、曽田様の入会を祝して。） 

恒松 （お二人の入会を喜びます。 今年もトップで誕生祝いを頂きま 

した。ありがとうございます。） 

大島卓 （新春初例会を祝して。 曽田・三好様の入会を祝して。） 

園  （三好様、曽田様入会おめでとうございます。皆様、今年も会 

員増強にご協力よろしくお願いします。） 

飯塚大 （昨年末には歳末たすけあい募金でたくさんの浄財をるんび

にぃ苑に頂きまことにありがとうございました。） 

原泰  （元日に旅伏山に登りました。頂上には雪が積もり、雲から日

が昇り気持ちが良かったです。 残り半年間親睦委員会にご

協力、よろしくお願いします。） 

清原 （明けましておめでとうございます。  

本年も心温まるスマイル宜しくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 新年例会でした。 

 


