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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

5月 9日 飯塚大・佐々木・加藤昇 会員 地区協議会報告 

5月16日 田中浩・内田 会員 地区協議会報告 

5月23日 元出雲市教育長   中尾一彦 様   

■■■ 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

41   34 7 (3) 89.47 % 
4/18 83.78 % 

4/25 89.19 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
原泰／園山／園／杉原 （山根／牧野／木村）  

■■■ 来訪者 ■■■  

 西尾ガバナー補佐・岩永グループ幹事(大社)  

■■■ メークアップ ■■■  
4/30 福田 (松江しんじ湖)  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（5 月 23日） 小汀泰之／福田磨寿穂／河原治子 

（5 月 30日） 持田祐輔／原 孝士／堀江卓男 

■■■ 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 6/24  松江南 6/24  

火 出雲  6/25  松江しんじ湖 6/18  6/25 

水 大社   松江  6/19  6/26 

木  松江東  

金 出雲南 6/21(休)  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

２０１３～２０１４年度の地区協議会 

先月４月２８日に津山で次年度のエレクトが集まり地区協議会が開催さ

れました。平田 RC から、次年度会長部門の飯塚会員、幹事部門の

佐々木会員、ロータリー財団の加藤昇会員、新世代奉仕部門の田中浩

史会員、クラブ・職業・社会・国際奉仕部門から内田会員と私、事務局

研修に勝部さんの７名が厳しい (？) 研修会に出席いたしました。 

今日と来週でこの地区協議会の報告をさせていただきます。 

さて、すでに次年度の準備も例年どおり進んでいます。発表された２５年

度の委員会構成から、次年度の行動計画及び予算の作成等の打合せ

会議が予定されると思います。次年度はガバナーの公式訪問例会が平

田クラブの当番で、大社クラブと合同で８月初旬に開催されます。 

なお、私の年度も、後２ケ月余りとなりましたが、最後のお願いが２つござ

います。その１つは、増強委員長も頑張っていただきましたが、あともう数

名のすばらしい新入会員のご紹介をお願いします。もう１つは、ロータリー

財団への寄付です。今年度は後２ケ月しかありませんが、よろしくお願い

いたします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 米子RCより創立60周年記念誌を頂きました。 

２． 例会変更 

○ 松江RC       6/19(水)  最終夜間例会 

○ 松江しんじ湖RC  6/18(火)  夜間例会 

○ 松江南RC       6/24(月)  夜間例会 

ビジター受付 各クラブ 12：00～12：30 定例会場にて 

３． 休  会 

    ○  松江RC    6/26(水)       定款により 

    ○  松江しんじ湖RC    6/25(火)     〃 

 ビジター受付 各クラブ 12：00～12：30 定例会場にて 

■■■ 次年度幹事報告 ■■■  

１． 次年度 理事・役員会  5／17（金） 18：30～ ホテルほり江  

２． 次年度 委員長会    5／23（木） 18：30～ 原料理店  

■■■ 新会員 入会式 ■■■  

石原俊太郎 会員  Ｓ 40．9．30 生   

三愛石油(有)  代表取締役社長  

職業分類 ： 石油卸販売業  

推薦者 ： 園  裕 ・ 飯塚大幸  

所属委員会 ： 出席親睦委員会  

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席親睦委員会 ： 5月の会員誕生・ご夫人誕生・結婚記念の祝い 

プログラム委員会 ： 5／30（木） 夜間例会のお知らせ 

40周年実行委員会 記念事業部会 ： 記念事業案 募集のお願い 

■■■ スマイル ■■■ 

西尾ガバナー補佐・岩永グループ幹事  

   （この一年間お世話になりました。特に 

２月２４日の｢第３・４・５グループ合同イン

ターシティ・ミーティング｣の際には平田ロー

タリークラブの会員の皆様方のご協力を頂

きましたこと、心よりお礼申し上げます。) 

黒田・槇野・飯塚大・遠藤・佐々木・内田・園  

 （西尾ガバナー補佐、岩永グループ幹事様のご来訪を喜んで。 

石原俊太郎様の入会を祝して。) 

大島卓・大島治・加藤昇・飯塚大・田中浩・清原  

（石原俊太郎様の入会を喜んで。) 

飯塚大 （4/28 地区協議会へご出席の会員諸氏 大変お疲れ様で

した。)  

伊藤 （西尾ガバナー補佐、岩永グループ幹事様ようこそいらっしゃい

ました。)  

恒松 （西尾ガバナー補佐、岩永グループ幹事様ようこそいらっしゃい

ました。ご苦労様でした。 ４月にはメンバーの方に大変ご迷

惑をおかけしました。) 

釜屋 （5月 3日に大社で大変良いことがありました。  

石原様のご入会おめでとうございます。)  

堀江 (石原様、入会おめでとうございます。  

４０周年記念事業、皆様のご協力をお願いします。)  

曽田 （4月27日(土)に愛宕山動物ふれあい祭りを開催いたしました。

約３,０００人の来園があり、皆様に大変喜んで頂きました。 

又、たてぬい建設事業共同組合の創立１０周年記念植樹も

いたしました。大変ありがとうございました。)  

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「地区協議会報告」 

会長部門                          飯塚大幸 

地区協議会は、第2690地区2012-2013年度森本信一ガバ

ナー・エレクト輩出の津山で開催されました。 

ロン・バートンＲＩ会長エレクトは、2013-14 年度のテーマを

「Engage Rotary Change Lives」と策定されました。日本語では

「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」としています。ストレ

ートな英語の原文に対して、「ロータリアンが奉仕活動を行えば

行うほど、地域全体、みんなの人生が豊かになる」という、仏教で

いうと「自利」のみならず「利他」を強調しているように思います。 

 ロータリーの中核となる価値観として、１）奉仕、２）親睦、３）多

様性、４）高潔制、５）リーダーシップ、を再確認し、また年度テー

マとして、１）ロータリー知名度の一層の向上（広報委員会の充

実）、２）クラブの更なる活性化（クラブ運営がマンネリ化していな

いか）、３）地区組織の現状に合せた改訂、４）地区内各クラブの

CLP の理解度向上と移行の推進、などが挙げられています。 

地区の具体的目標として、５％の増強（地区3255名達成）が

掲げられました。本年度の当クラブの増強は大きく超えています。 

 クラブ 40 周年にあたり、不束な会長エレクトではありますが、皆

様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

幹事部門                          佐々木哲也 

午前中の森本ガバナーエレクト基調講演の後、午後からは幹事部門

の部門別協議会に出席しました。「会員増強・会員維持の取り組

み」、「公共イメージの向上」、「米山記念奨学会事業」の３議題をテ

ーマに、テーブルディスカッションがおこなわれました。 

クラブ全体を挙げて新入会員候補者リストを作成すること、会員の満

足度向上を目的とした同好会活動や親睦を深めるための夜間例会

開催などの会員増強・会員維持の取り組みを中心に、公共イメージ

の向上についても各クラブの活動が話し合われました。 

最後に、カウンセラーである延原正パストガバナーから、会員増強・会

員維持活動への助言、および幹事の心得について説明がありました。 

 

次年度の行事日程 

ガバナー公式訪問  8／1（木） 12：30～  ホテルほり江  

                       （大社ＲＣと合同） 

地区大会 本会議 10／6（日） 10：00～  津山総合体育館  

 

 

ロータリー財団部門                    加藤 昇 

パイロット地区として 3 年にわたり新地区補助金プロジェクトが展開されま

したが、次年度より全地区で地区財団活動資金（DDF)の 50％を上限と

してクラブ実施のプロジェクトに対し地区補助金を活用して下さい。 

プロジェクトの計画、申請（前年度の3月31日締切）は実施の前年度に

行い、当該年度の2月末日までに報告を行ってください。 
補助金制度は公金を活用する事を理解戴き、クラブでの奉仕作業を行っ

て下さい。 
 
■■■ 地区協議会 ・ 事務局職員研修会 （4／28） ■■■   

於） 津山文化センター、津山国際ホテル 

 
 

 
 


