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2013-2014 年度
国際ロータリー会長／ ロンＤ・バートン
２６９０地区ガバナー／ 森本 信一
■■■ 例会プログラム ■■■

例会日
卓話者
会
長
飯塚 大幸
6 月 19 日
7 月 3 日 次年度会長 内田 節夫
7 月 10 日 会 員 小汀 泰之

演題
1 年を振り返って 18：30〜
新年度会長方針 18：30〜
出雲市男女共同参画の
まちづくりに向けて

■■■ 出席報告 ■■■

会員数
44

出席者数
36

欠席者数
8 (3)

出席率
90.24 %

前回補正出席率

87.05 %

■■■ 欠席者 ■■■

加藤喜／山口／三好／土江／曽田 (山根／牧野／木村)
■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
6/18 大島卓・加藤喜（大社）
***************************************************
■■■ 次回例会受付当番 ■■■

（7 月 10 日） 三好洋平／田中浩史／恒松克己
（7 月 17 日） 石原俊太郎／遠藤 栄／河原治子
■■■ 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 6/23

6/30(休)

火

出雲 6/24

水

大社 7/2 7/23 8/20
8/13（休）

木
金

松江南
松江しんじ湖 6/24(休)
8/12 8/26
松江 6/25(休)
8/13 8/27
松 江 東 6/19 6/26 7/31
8/14 8/28

出雲南 6/27 7/11

■■■ 会長挨拶 ■■■

「一年を振り返って」
最後の例会にあたり、会員の皆様には一年間この若輩会長をお引き回
しいただき大変お世話になりましたこと、心より厚く御礼を申し上げます。
本年は何と言っても４０周年でした。大島実行委員長にはご無理を申
し上げ曲げてお引き受けいただき、そのご人徳により万事つつがなく終える
ことができました。飯塚副委員長、槙野幹事、黒田会計局長で幾度とな
く会合を重ね綿密な方針を練っていただいた日々を懐かしく思います。加
藤総務部会長、田中式典部会長、持田祝宴部会長、堀江記念事業
部会長、それぞれ卓越したリーダーシップのもとで会員の志を見事にまとめ
上げて「一本筋の通った平田らしい４０周年」を作り上げていただいたと思
います。桜の植樹、被災地からの講演、復興支援、心に響く歌、未来へ
の夢、奉仕の心、ロータリーの仲間、そういうものすべてを実感できた４０
周年でした。
クラブ運営はその根幹をしっかり押さえた素晴らしいものでした。持田出
席親睦委員長には卓越した指導力と独特の個性を、杉原プログラム委
員長には綿密な計画と人脈を生かした設営を、槙野情報委員長には１
００％家庭集会始め実のあるご指導を、持田増強委員長には４名１０％
の増強達成を、河原広報委員長には味わい深い精読の妙を、田中職業
奉仕委員長には長老格のご教示を、堀江社会奉仕委員長にはとにかく
桜の植樹で東奔西走を、田中新世代委員長には新しく難しいテーマに着
実な取り組みを、加藤財団委員長には強力なリーダーシップで着実な成

（土・日曜・祝祭日 休局）

会長／ 飯塚 大幸
幹事／ 佐々木哲也

副会長／ 内田 節夫
会 計／ 石原 輝男

果を、そして内田副会長と黒田直前会長にはとにかく温かいご助力とご指
導をいただきました。執行部テーブルでは清原ＳＡＡ一年間引き締まった
会場監督を、佐々木幹事には誰よりも早く詳しく的確に舵取りとこの上な
いご高配をありがとうございました。そして勝部さん、愛想を尽かすことなく
日々お世話になりました。見事にクラブがまとまって一年が走りすぎたよう
に感じております。
まったく意を尽くしませんが感謝の気持ちを申し述べ、そして内田会長次
年度ならびに当クラブ会員諸氏の益々のご活躍とご発展を祈念いたし、
本年最後の挨拶に代えさせていただきます。
本当にありがとうございました。
■■■ 幹事報告 ■■■

１．例会変更
○大社 RC 7/ 2 (水) 初例会 （夜間）18：30〜 ゆたか亭
7/ 23 (水) 早朝例会 6：30〜 稲佐の浜清掃奉仕
8/20（水） 家族会 18：30〜 キララコテージ
ビジター受付 11：30〜12：30 事務局
２．休
会
○ 大社 RC 8/13（水） 定款第 6 条により
ビジター受付 な し
飯塚俊之様の入会に対し、昨日までに意義の申し立てがございませんで
したので入会が決定致しました。 本日入会式を行います。
■■■ 入会式 ■■■
飯塚俊之 会員 Ｓ 42．10．4 生
(有)飯塚豊市商店 代表取締役
職業分類 ： 米穀業
推薦者 ： 恒松克己 ・ 清原正幸
所属委員会 ： 出席親睦委員会
■■■

スマイル ■■■

飯塚大 （一年間至らぬ会長をお引き回しくださり感謝の念に堪えません。
本当に、本当にありがとうございました。）
佐々木 （本日最終例会を迎えることができました。理事・役員の皆さん、
会員の皆さん一年間いろいろお世話になりました。
飯塚俊之様、入会ありがとうございます。)
清原 （一年間大変お世話になりありがとう御座いました。飯塚さん入会
おめでとう御座います。）
杉原朋 （毎回ハラハラ、ドキドキの例会運営でしたが。小汀副委員長、
大島卓爾会員をはじめ皆さんのおかげで無事 終えることがで
きました。一年間ありがとうございました。)
來間 (一年間つたないスマイル発表でしたが、ありがとうございました。)
持田祐 （親睦委員さんはじめ、皆さん一年間お世話になりました。
会長さんはじめ皆さま、お疲れさまでした。)
大島治・石原輝・高砂・持田稔・堀江・石原俊・原泰
（飯塚会長、佐々木幹事一年間お疲れ様でした。飯塚俊之さ
んの入会を祝して。）
加藤昇 （飯塚会長、佐々木幹事さん、一年間ご苦労様でした。素晴ら
しい一年でした。 飯塚俊チャンようこそ!!）
伊藤 （飯塚俊之新会員の入会を祝して）

遠藤

（ようやくのご入会おめでとうございます。今後共宜しくお願い致し
ます。）
大谷 （飯塚俊之さんロータリー入会おめでとうございます。
共に頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。）
杉原 （飯塚俊之君、入会おめでとうございます。一緒にロータリー活動
ができることを楽しみにしています。）
福田 （飯塚会長、佐々木幹事一年間お疲れさまでした。）
大島卓・槇野・内田・釜屋
（飯塚会長、佐々木幹事他理事役員の皆様一年間お疲れ様でし
た。大変お世話になりました。 飯塚俊之会員の入会を祝して。）
恒松 （飯塚会長様、佐々木幹事様、清原ＳＡＡ様ご苦労様でした。
飯塚俊之様の入会を喜んで。）
黒田・園 （飯塚会長、佐々木幹事、みな様、ご苦労様でした。
一年ありがとうございました。）
田中久 （飯塚俊之氏の入会を喜び、祝して。４０周年記念会長 飯塚
大幸丸の無事着岸、ご苦労さんでした。）
田中浩 （飯塚会長、佐々木幹事 無事年度末を迎えられおめでとうご
ざいます。飯塚俊之様、入会おめでとうございます。）
板垣 (一年間お疲れ様でございました。ありがとうございました。)

いよいよ 6 月7 日が迫ってくる。衣装も新調し本番間近い。応援団のロータ
リー会員の方々もそろい、ピアノの先生も張り切る。
早朝4時 バスは出発。片道7時間の強行軍もなんのその。名古屋の会場
に直行。本番に強い厚顔（？）ぞろい。全くスムーズに歌えた。講評者（審査）
の末吉利行氏から、まず指導者の原先生がすばらしい！！と賞賛された。で
は私達の歌声はどうなのか、「大変まとまっている」と確かにこの耳できいた。再
び指導者をほめられて、「カリンカ」（ロシア民謡）にはほんとうに熊を出すぐらい
もっと、もっと、リラックスしてハチャメチャに歌え、と評された。そうか！！ まじめ
すぎるってことか！？ 反省点でありました。
何はともあれ、応援の方々に大感謝。そのあとのパーティーがすばらしい！
名古屋ロータリークラブのおもてなしで盛り上がり、会場には 500 人余りのロー
タリアンの集い。福田氏の「どじょうすくい」も名物となり、「手に手つないで」のロ
ータリーソングの大合唱で親睦を深め、これこそ本当の「ロータリー親睦はここ
にあり」と思った。
翌日は名古屋城に又熱田神宮に行き、名物の“ひつまぶし”に舌鼓を打ち、
達成感と解放感に酔いしれた旅でありました。
来年は、北海道 函館でーす。請う応援。

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

最終夜間例会
とても充実した一年でありました。

お疲れ様でした。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「 全国ロータリー親睦合唱祭に参加して 」
Ｈ２６．６．７ 河原 治子
心地よきハーモニーを響かせるまでの長い長いレッスンが今年の正月明けか
ら始まった。11 人の声が 1 人の声になるためのレッスンの日々。ロータリー親睦
合唱祭（名古屋、愛知県芸術劇場コンサートホール）に向けての挑戦が始ま
った。アルト 4 人、バス 2 人、テノール 2 人、ソプラノ 3 人が全員そろうのは難し
い。合唱指導の原豊先生の歌に対する熱い心に感服すれど、“腹に力を入
れろ！”、“暗譜だ”と強烈な執念の前には、レッスンの度にドキドキ、フゥフ
ゥ！！ しかも、先生の素敵なユーモアに笑いも絶えない。先生に脱帽！！

持田 稔樹
過去には、第4回（平成10年5月）を平田ロータリークラブが主催しており、
第 6 回函館（平成 12 年 5 月、函館ロータリークラブ主催）には当クラブから沢
山のメンバーで参加されています。来年の「第20回 全国ロータリークラブ親睦
合唱祭：平成 27 年 6 月 6 日(土)」は北海道函館市での開催であり、前回の
ように沢山のメンバーで参加したいと思いますので、ご協力を、宜しくお願いし
ます。
歌うメンバーもあと４〜５名増強したいと思いますので、ふるってご参加ください。
応援団もさらに多数の参加をお待ちしていますので、宜しくお願いします。

