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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

6月13日 会 員  小汀泰之 「ＴＨＩＳ ＩＳ ＩＴ！」 

6月20日 会 長  黒田昌弘 一年を振り返って 18：30～ 

6月27日 休  会  

7月 4日 次年度会長 飯塚大幸 新年度会長方針 18：30～ 

■■■ 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   29 12 (3) 76.32 % 89.43  % 

■■■ 欠席者 ■■■  
來間／園山／三好／園／河原／原泰／石原俊／小村／持田稔 

 （山根／牧野／木村）  

■■■来訪者 ■■■   

原田明成 (出雲南)  

■■■ メークアップ ■■■  
な  し 

***************************************************+ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（7月 4日） 持田祐輔／黒田昌弘／來間 久 

（7月 11日） 高砂明弘／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 6/24  松江南 6/24  

火 出雲  6/25  
松江しんじ湖 6/18 6/25 

         7/16 

水 大社  6/19 6/26（休）  松江  6/19  6/26 

木  松江東  

金 出雲南 6/21(休)   

■■■ 会長挨拶 ■■■  

ロータリアンの条件  

ある日、高校生から、「ロータリークラブとは何ですか？」と聞かれたことが

ありました。私も即座にこれだという答えが、出てきませんでしたが、ロータ

リークラブとは「友好と奉仕」を志す人々の世界的な団体で、「奉仕の理

想」を信条とし、会員は職業を異にする善良な成人で形成され、各種の

職業から代表として選び、それぞれの地域にロータリークラブを結成し、奉

仕活動を展開する世界的な団体です、と答えました。 

その高校生は首を傾けているだけでしたか・・・。 

ロータリアンになる条件 

① 善良な成人であること  

② 地域で職業を代表して評判のよい人  

③ 必ず週一回の例会に出席できる性格と健康の持ち主、自分の時

間の裁量ができる人  

④ 人格の立派な人で社会性に欠けないこと 

⑤ 地域で指導者たり得る意欲的な職業人 

これからも、真実のロータリアンになるために色々な面でもう一度見つめな

おし、努力していきたいと考えています。 

さて、福田会員が「安来節保存会の踊りの部」で師範になられました。

ちなみに、師範、大師、準名人、名人とランクがあるそうです。持田稔樹

会員も、歌の部門で師範でいらっしゃいますので、納涼祭が楽しみです。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 休  会 

    ○ 松江しんじ湖RC   7/16(火) 定款により 

      ビジター受付 12：00～12：30 定例会場 （すいてんかく) 

２． 次年度会員名簿 校正を回覧しておりますので、ご確認下さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

クラブ広報委員会 ： ロータリーの友6月号の紹介 

（佐々木 次年度幹事）  および 2013年 規定審議会の結果報告 

■■■ スマイル ■■■  

原田(出雲南) （久しぶりにお邪魔します。 来月は吾郷ガバナー補

佐のグループ幹事としてお邪魔します。その際もよろしくお願い

致します。また、今夜は 5 クラブ会長幹事会よろしくお願いしま

す。 私事ですが、長男が桐原支店長の合銀平田支店に勤

務しておりますのでよろしくお願いします。）  

黒田 (原田様ようこそいらっしゃいました。 次年度平田クラブをよろし

くお願い致します。) 

釜屋 (原田様ようこそいらっしゃいました。 

小汀さんレジメから雰囲気があります。楽しみです。) 

槇野 (出雲南ロータリークラブ原田様のご来訪を歓迎して。) 

飯塚大 (6/8 のんのんばあウォーク大会には大変お世話になりました。 

出雲南CLUB原田明成様ようこそいらっしゃいました。 

小汀さんのスピーチ楽しみにしています。) 

佐々木 (出雲南 RC 原田様ようこそありがとうございます。次年度も

色々お世話になります。) 

内田 (出雲南、原田様ようこそ。 小汀会員ありがとうございます。) 

桐原 (原田様ようこそおいで下さいました。また夜の街でかわいがって

下さい。) 

田中浩 （原田明成様ようこそ。明日またお会いしましょう。 

合言葉はズブロッカ。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「 T H I S I S I T ! 」  ・・ 本当のリーダーとの出会い 

小汀 泰之 会員  

「ＴＨＩＳ ＩＳ ＩＴ！」はマイケルジャクソンのコンサートのリハーサル映像を

編集した映画のタイトルで、映像とポップ音楽により、演者の情熱や熱気が

描出されたドキュメント映画です。吉田繁治氏のレポート「ビジネス知識源

プレミアム （メールマガジン）」によれば、リーダーのあるべき姿が表現されて

いると指摘されています。 

リーダーたる要件 ･… ビジョン・情熱・戦略のセット 

・ 「高い目標の実現に向かう情熱」＋「こうすれば、高い目標が達成で

きると言う方法（戦略)」 

・ 「目標のイメージ」と「'情熱」だけでは、夢に終わる。 

・ 「リーダーは、何を、どう行うべきか」の実際の教科書にもなりうる。 

再度 「六無訓」 …・ 「夢」発「幸福」行きの切符 

・ 夢なきものに理想なし     ・ 理想なきものに信念なし 

・ 信念なきものに計画なし   ・ 計画なきものに実行なし 

・ 実行なきものに成果なし     ・ 成果なきものに幸福なし 

 


