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■■■ 例会プログラム ■■■    

例会日 卓話者 演題 

10月24日 議長 飯塚大幸 年次総会 

11月 7日 ４０周年実行委員会 クラブ協議会 

11月14日 会員 土江光二 新入会員スピーチ 

■■■ 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

42   31 11 (4) 81.58 % 86.84 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
板垣／石原俊／大島卓／園／土江／大島治／園山 

（山根／牧野／木村／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■   

な し 

■■■ メークアップ ■■■   

 10/18 黒田・大谷(出雲南) 

10/21 遠藤・高砂・持田稔・大島卓(出雲中央)   
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（11月 7日） 大谷良治／槇野良文／持田稔樹  

（11月 14日） 持田祐輔／小汀泰之／大島 治  

 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   
月 出雲中央 12/9 12/30(休) 松江南   

火 
出雲 10/29 12/10  

12/24（休） 12/31（休） 
松江しんじ湖   

水 大社 10/30(休) 松江    

木  松江東  

金 出雲南 11/1(休)  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

「年次総会」 

 本日は、年次総会です。次年度の役員および理事の選出をする重要

な会議であり、毎年12月でした。本年は（あるいは本年度から）2ヶ月近く

早い 10 月です。この理由は、地区補助金の申請の締め切りが 3 月 31

日となり、12 月の役員および理事選出では、対応が遅れるからです。次

年度の新しい役員・理事が本日選出されることに祝意を表します。 

 10月27日は、一畑薬師マラソン大会です。当クラブからご協賛いただき

感謝申し上げます。40 周年記念事業として、被災地から市民ランナーを

お招きしたいと陸前高田ロータリークラブへ依頼をしておりましたが、結局1

人も手を上げる方はありませんでした。被災地の方々にとっては遠く出雲

の地まで出かけるゆとりなど、案外なかったのかもしれません。ともあれ、こ

のたびのご縁を大切にしたいと思います。 

 木綿街道を支援する方々が、ネット上で「恋するフォーチュンクッキー」の

踊りを披露されています。山陰中央新報紙上でも紹介され、巷で話題に

なっております。私もよく知りませんが、今時の地域情報発信ということで、

皆さんご覧いただきたいと思います。 

 本日の年次総会、よろしくお願いします。 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．社会福祉法人 ほのぼの会前理事長 木佐彰三様、前副理事長 

山根章一様 退任、理事長 山根章一様、副理事長 土江宣行様 

就任のご挨拶状を頂きました。 

２．前浜田市長 宇津徹男様より島根県西部大雨災害義援金のお礼

状を頂きました。 

■■■ 理事会決定報告 ■■■   

１．全国ロータリー親睦卓球大会の選手登録費  全額補助 

応援者を含む親睦会費用  一部補助 

              （選手 3,000円   応援者 2,000円） 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

プログラム委員会 ： １１月１２月の例会行事予定紹介 

■■■ スマイル ■■■  

飯塚大 （本日は年次総会で新しい理事、役員のご選出とご承認を

心より念じ、お祝い申し上げます。) 

佐々木 (本日の年次総会よろしくお願いします。 また、例会の最後 

に少しお時間をいただきます。お楽しみ下さい。) 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

 年 次 総 会 

                   議長 ： 飯塚 大幸  

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、 

田中久雄指名委員長から発表していただきます。 

２０１４～２０１５年度  理事エレクト 

 内田 節夫 ・ 河原 治子 ・ 飯塚 大幸 ・ 釜屋 治男 

 原  孝士 ・ 大島 卓爾  ・ 清原 正幸 

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 

２０１４～２０１５年度  役員エレクト 

会長 内田 節夫 副会長 河原 治子 

幹事 福田磨寿穂 副幹事 清原 正幸 

ＳＡＡ 來 間  久 副ＳＡＡ 大谷 良治 

会計 小村 益造 監 事 黒田 昌弘 

以上 役員の方が決定しました。 


