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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

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～ 

7月11日 次年度各委員長 行動計画発表 

■■■ 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 ■■■  
原孝／園山／加藤昇／加藤喜／清原／福田／小汀／高砂／土江 

 （山根／牧野／木村）  

■■■来訪者 ■■■   

北島(大社)  中村(出雲中央)  堀江(松江しんじ湖) 

末時(松江)  作野(松江東) 

■■■ メークアップ ■■■  
6/14 河原(東京東)  6/18 持田稔・高砂・福田(松江しんじ湖) 

6/19 高砂・加藤昇・清原・小村(大社)  6/20 高砂(松江東) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（7月 11日） 高砂明弘／牧野昭雄／槇野良文 

（7月 18日） 園   裕／持田稔樹／小汀泰之 

■■■ 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 6/25 

         7/16 

水 大社  6/26（休）  松江   6/26 

木  松江東  

金 出雲南 6/21(休)   

■■■ 会長挨拶 ■■■  

この一年間を振り返って 

 本年度の重点目標は、新たな会員の増

強と前年に引き続き「ロータリーを楽しもう」

のテーマのもと会員の一層の親睦を掲げ

行動してまいりました。そして、大過なく行

動できましたのは、会員の皆様のご指導とご協力の賜物と感謝いたしております。 

一方で３月には、いろいろと御指導をいただきました大谷孝会員がお亡くなりになり、

本当に残念でなりません。初盆にはお参りをさせていただきます。 

さて、この一年間のすばらしい各委員会の行動に感謝申し上げます。 

① クラブ管理運営委員会 

  出席・プログラム・情報委員会の三つの委員会を管理して頂き、楽しい有意義

なクラブ運営をしていただきました。 

② 出席親睦委員会 

  納涼例会や忘年会、また、会員誕生、婦人誕生、結婚記念そして夜間例会

等の運営進行と素晴らしい企画で行動されました。また、「ロータリーを楽しもう」

のもと、会員と家族の連携を作っていただきました。 

 ③ プログラム委員会 

  タイミング良く夜間例会をセッティングするなど、会員の繋がりをしていただきまし 

た。また、卓話者も身近な話題を中心に招いて頂き、専門的職務の道義的水

準を高めることができる充実した例会をしていただきました。 

 ④ 情報委員会 

  クラブ広報委員会と連携しながら、幅広いロータリー情報の指導をしていただき

ました。また、家庭集会を開催され、ロータリーの理解と親睦を深めていただき、

その他、新入会員のセミナ－を開催され、新入会員の知識向上を図っていただ

きました。 

 ⑤ 会員増強会員維持委員会 

  年度当初に目標を掲げていただき、その目的に向かって行動され、素晴らしい

会員を獲得していただきました。そして、次年度に向けても行動していただき、ロ

ータリー候補者も考慮していただきました。次年度も素晴らしい会員が増えると

推測しています。  一人一人が増強委員となり、全会員のご協力には心から

感謝いたします。 

 ⑥ クラブ広報委員会 

  毎週の「週報」の発行、「ロータリーの友」のポイントの紹介等と、常にロータリー

の活動の周知をしていただきました。併せて、平田ロータリーの目玉である「季節

のたより」の発刊をしていただき、ロータリーの紹介をしていただきました。 

 ⑦ 奉仕プロジェクト委員会 

   対外的な泰仕４つの委員会をまとめていただき、奉仕活動の充実をはかってい

ただきました。 

 ⑧ 職業奉仕委員会 

  ４つのテストの唱和と職業宣言を、タイミング良く実行したいただき、夜間例会を

兼ねた職場訪問例会は素晴らしいアイディアで酒持田本店で実施され、招待

したガバナー補佐も感激され、お礼状を頂きました。 

 ⑨ 社会奉仕委員会 

  平田祭りの献血は近年にない献血者がございました。合わせて、新地区補助

金の愛宕山公園の桜の苗木等を子供・小学生・中学生・高校生を含めた植

植は、テレビ・新聞等で報道されました。また、年末助け合い運動も実施いた

しました。 

  ⑩ 国際奉仕委員会 

  世界理解と国際平和の関係でモンゴルの米山奨学生むを招き、講演をしてい

ただきました。 

  ⑪ 新世代奉仕委員会  

  地元・地域を担う青少年を機会あることに育成に努めていただきました。 

  ⑫ ロータリー財団委員会 

   ３年間の間、ロータリー財団に貢献されていただきました委員長に心から感謝

申し上げます。 

  ⑬ 会計 

 全国で一番低い会費で、値上げもせずに健全財政に努めていただきました。 

  ⑭ ＳＡＡ 

   ＳＡＡ及び副ＳＡＡのとも、毎回、工夫を凝らした楽しい例会の維持に努めて

いただき、会員親睦を図るため、席順の工夫をされるなど、素晴らしい会場

監督の運営でございました。 

  その他、幹事には色々とご配慮いただき頂き、また、事務局には大変にご迷惑

をおかけいたしました。世間が分らない公務員出身のペアに良く我慢をして、

ご指導を頂きました。心から感謝申し上げます。あわせて、この一年間は皆様

のご協力により、無事に努めさせていただきました。有難うございます。 

   最後に  拝礼 

 



■■■ 幹事報告 ■■■  

１． ロータリー財団寄付者(ポール・ハリス・フェロー)の方にバッヂが届き

ましたのでお渡しいたします。 

河原治子会員 釜屋治男会員 黒田昌弘会員  園  裕会員 

２．次週(6/27)は休会です。 

新入会員候補者の紹介 

大谷良治様 Ｓ40．11．11生  

大谷印刷企画  代表  

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。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

プログラム委員会(次年度) ： ７・８月の例会行事予定紹介 

■■■ スマイル ■■■  

黒田 （この一年間色々とご協力ありがとうございました。何とか船が

着きそうです。）  

釜屋 (やっと一年が来ました。本当にお世話になりました。) 

大島治・高砂・佐々木 (黒田会長、釜屋幹事 １年間ご苦労様で

した。) 

槇野 (黒田会長始め釜屋幹事、田中SAA一年間大変お世話にな

りました。) 

飯塚大 (黒田会長、釜屋幹事１年間本当にお疲れさまでした。引き

続きご指導をよろしくお願い致します。 

役員、委員長の皆様お疲れさまでした。) 

大島卓 (本年度最終例会おめでとうございます。会長、幹事、理事

役員、各委員長 ご苦労さまでした。) 

飯塚詔 (黒田会長、釜屋幹事さん１年間ご苦労様でした。今夜はゆ

っくりと美酒を召し上がってください。) 

石原輝 (黒田会長、釜屋幹事、無事採集例会を迎えられて。) 

遠藤 (黒田会長、釜屋幹事 １年間大変な努力を祝して。) 

田中久 (黒田丸の無事着岸をお喜び申し上げます。ご苦労さんでし

た。) 

恒松 (黒田会長様、釜屋幹事様一年間ご苦労様でした。 スマイ

ルが予算オーバーしたようです。ありがとうございました。(財団と

して)。) 

持田稔 (黒田会長、釜屋幹事一年間ご苦労様でした。今月いっぱ

いガンバって下さい。) 

田中浩 (黒田会長、釜屋幹事一年間ご苦労様でした。不出来な

SAA で申し訳ありません。) 

園  (久しぶりにロータリーGolf コンペ、８名で楽しかったです。さらにメ

ンバーを増やせればと思います。よろしく。) 

原泰 (一年間親睦委員会お世話になりました。) 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

2012-2013 年度 、１年の締めくくりにふさわしく大変盛り上がった夜間例

会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        お疲れ様でした。 


